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第１章 生活科創設の経緯と今日的課題
小川哲哉

１．はじめに
知識偏重や詰め込み教育からの脱却を図る教科として期待された生活科は，1987 年 12 月の教育
課程審議会答申でそのねらいが提示された。答申では「生活や学習の基礎的な能力や態度などの育
成を重視し，
体験的な学習を通して総合的な指導を一層推進すること」
が小学校現場で必要とされ，
1989 年 3 月の学習指導要領改訂と学校教育法施行規則の一部改正によって，小学校 1，2 年生の社
会科と理科が廃止されて生活科が設置されることになり，今日に至っている。
ただ戦後の教育課程の変遷をつぶさに見ていくと，生活科的な教科の構想は，それ以前から繰り
返しなされてきており，初期の構想は終戦直後の教育の民主化政策に遡ることができる。その意味
で生活科は 1989 年の学習指導要領改訂に伴って急遽設置されたというよりも，戦後の民主主義教
育を実現させるプロセスの中で繰り返し検討され，徐々にその必要性が高められてきた教科である
と言うことができるだろう。
ここでは，まず最初に生活科創設の前史を明らかにするために，戦後民主教育の史的変遷を考察
しながら，生活科が創設されていくプロセスを解明し，生活科の今日的課題について論究したい。

２．戦後教育の変遷と生活科の設置
（１）戦後民主主義教育と生活科
戦後教育の民主化は，米国からの教育施設団の報告書，すなわち「米国教育使節団報告書」の方
針に沿った形で進められていった。特に，当時Ｊ．デューイの教育理論に基づいた経験主義的な教
育実践が行われたことは良く知られている。
デューイが重視した経験主義的な教育実践の核となる「経験」は，一般的に理解されている経験
とは違い，主体が環境との相互作用によって今ある経験をより高次な経験へと再構成させることで
あった。
「教育とは，経験の意味を増加させ，その後の進路を方向づける能力を高めるように経験を
改造あるいは再組織すること」
（
『民主主義と教育』
）とデューイが指摘するように，学校教育の目的
も「経験の改造」が重視されていた。日常的に子どもたちが学習するプロセスも，常に更新されて
いく経験の探究過程であり，それにより変容する社会に適用できる能力を育成することであった。
それまでの教育には，概して大人世代の価値観や考え方を後継世代に伝えていく役割が強調されて
いたが，デューイは教育の機能を単に文化伝達だけではなく，子ども自身の行動による「問題解決」
のあり方にも教育活動の重要性を見出していた。
このため，1947 年に試案として提示され，1951 年には正式に告示された学習指導要領において
は，生活していくために身の回りの諸問題を解決する能力を養う学習活動が重視され，
「生活単元学
習」や生活的な「問題解決学習」の教育実践が多くの学校現場で行われた。これは教育の民主化を
進めるＧＨＱの教育方針に沿ったものであったが，
実際には戦後の混乱期における日常生活の中で，
衣・食・住の充実を求めていた日本の生活状況にも対応するものでもあったと言われている。特に
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小学校においては，当時の現状に合わせて多くの授業が総合的な生活教育を行わざるを得ない状況
にあったと言ってもよいだろう。その意味では生活科的な教育実践の源泉となるものは，戦後の混
乱期の教育実践の中に求められる。
（２）生活主義学習から系統主義学習へ
ところが 1950 年代に入り，日本が国際的な舞台にも復帰するようになり，経済的な自立を徐々
に果たしてくると，経済成長を支える人材育成が急務の教育課題になってくる。時代が求めている
のは，一定レベルの基礎学力を有し，多様な経済的課題に応えられる人材の育成であったが，生活
単元学習や問題解決学習には系統的な学習活動の欠如という問題があり，それが基礎学力の育成の
障害になっていると批判された。そのため，1958 年の学習指導要領改訂では，教育課程の構造化が
重視され，学習活動の系統性が課題とされ，系統主義教育への転換が図られるようになる。
日本が高度経済成長の頂点をむかえる 1968 年の学習指導要領の内容は，系統主義的な学習内容
がふんだんに盛り込まれたと言われている。この当時米国においては，Ｊ．Ｓ．ブルーナーの著作
『教育の過程』が注目を集め，教育内容の現代化運動は世界中に広まった。我が国の学習指導要領
も彼の教育課程論からの大きな影響を受けている。高いレベルの経済成長を維持するためには，子
どもが日常生活で経験していく知識の習得を重視するだけではなく，一定の知識習得を用意周到に
系統的に教え，身に付ける必要がある。そのような系統主義の学習活動が時代の要請として強く求
められていたのがこの時期の教育課程の特徴であると言えるだろう。
（３）ゆとり教育の必要性と生活科創設に向けた論議
1973 年の第一次石油危機の影響で，日本経済は長い低経済成長期に入る。こうした経済問題は，
我々の生活スタイルに大きな影響を与えた。特に高度経済成長期においては見過ごされていた様々
なことがあらためて社会問題として取り上げられるようになる。例えば，これまで経済発展や産業
優先の政策推進のためになおざりにされてきた環境問題や公害問題等が人々の注目を集めるように
なり，この種の社会問題解決のための市民活動の輪が広がっていった。
また教育現場においては，経済発展を支える人材育成の名の下に続けられてきた競争主義や成果
主義が疑問視され，知識習得を重視する系統主義教育の歪みがもたらした多様な教育荒廃現象への
対策が急務の課題とされた。確かに系統主義教育は，優秀な人材を生み出す一方で，他方では授業
についていけない落ちこぼれの子どもたちを生み出す。さらに競争・成果主義の学校教育への反発
から，反社会的行動へと向かう生徒たちも大量に生み出すことになった。こうして校内暴力問題や
いじめ，さらには後の不登校児へとつながる広範囲な教育荒廃は，徐々に深刻な様相を呈するよう
になる。
こうした教育課題への対応は，1977 年の学習指導要領において提示された。この学習指導要領で
は，人間主義の教育課程が正面に据えられ，自律的で自立的な児童生徒の育成が基本目標になる。
その実現に向かって学校教育には，人間性豊かな子どもたちを育てることが重視され，
「ゆとり」の
中で充実した学校生活が行えるための生活環境づくりと，競争による子どもの序列づけではなく，
個々の子どもたちの個性や能力の尊重した個性尊重教育の実現に向けた取り組みが進められること
になった。
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実は後の生活科のコンセプトはこうした個性尊重教育が土台となっている。冒頭でも指摘したよ
うに生活科の創設は 1989 年であるが，1977 年の学習指導要領改訂に向けて行われていた様々な会
議では，すでに個々の子どもの日常生活に結びつき，多様な活動を通して彼らを取りまく社会・自
然環境に関する学習ができるような教科の創設が検討されていた。例えば教育課程審議会の 1975
年 9 月 8 日の審議会まとめにおいては三つの提案が検討されている。一つ目は，多様な生活経験を
理解するために，小学校低学年で合科的な学習活動の一層の推進を図ること。二つ目は，学ぶ内容
を精選して知識を教え込む学習だけではなく，
具体的な活動を通して態度や習慣の育成を図ること。
三つ目は，社会科と理科の学習内容を核にして，自己の社会環境や自然環境に関する学習活動がで
きるような統合的教科の設定を検討することである。このような提案は，同審議会の中間まとめに
も盛り込まれ，翌 1976 年には新教科の研究に関する協力者会議が創設されている。この会議では
同年 7 月に研究のまとめを提言し，社会や理科だけではなくさらに幅広い学習内容を加え，合科的
な学習指導が行いやすいように指導書の作成や，研究開発のための指定校で試行実践を行うことの
必要性が強調された。ただこの会議の提言は，最終的には 1977 年の学習指導要領には盛り込まれ
ず，小学校低学年の教科編成は従来通りとして，合科的な指導の一層の推進で落ち着いている。
（４）1989 年の学習指導要領における生活科の創設
1977 年の学習指導要領改訂により，合科的な指導の一層の推進が小学校低学年で求められ，教育
現場では社会科や理科を中心にして国語科や図画工作科等の表現活動や，その他多様な科目との連
携を通した教科横断的な指導実践が進められた。しかしながら実際には，複数の科目の目標を同一
活動で達成しようしたために，逆に個々の教科の目標や学習内容が拡散してしまい，当初想定して
いた教育効果が十分に発揮できないことが教育現場から指摘されるようになった。
そのため，
1983 年の中央教育審議会教育内容等小委員会では，
次のような内容の提言が出された。
小学校低学年での教科教育のあり方は，本来学校教育の基礎・基本を習得させることであり，その
ために「国語や算数に係る基礎的能力の育成」を個別に行うことは重要である。しかしながらその
他の教科の学習も個別に行うことで有効な教育成果が生み出されるどうかは意見が分かれるところ
であった。そのため現場サイドからは児童の具体的な活動を通じて総合的に指導した方がより実態
に合うとの意見も出され，
「・・・この際，小学校低学年の教科構成については，国語，算数を中心
としながら既存の教科の改廃を含む再構成を行う」必要があるとされた。
このような「既存の教科の改廃を含む再構成」の必要性は，当時の中曽根首相の肝いりで行われ
ていた臨時教育審議会（以下，臨教審）でも指摘されていた。1986 年 4 月の臨教審第二次答申で
は，小学校低学年の科目構成については，
「・・・読・書・算の基礎の修得を重視するとともに，社
会・理科などを中心として，教科の総合化を進め，児童の具体的な活動・体験を通じて総合的に指
導すること」の可能性が明記されている。この臨教審の指摘を受け，1986 年 10 月の教育課程審議
会「中間まとめ」の中に以下のような結論が出された。
「低学年の教育全体の充実を図る観点から低
学年に新教科として生活科（仮称）を設定し，体験的な学習を通じて総合的な指導を一層推進する
のが適当である。
」この中間まとめによって，1989 年に告示された小学校学習指導要領の「生活科
設置が本決まりとなる。
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３．学習指導要領における生活科の取り扱い
（１）学習指導要領改訂に伴う生活科の目的及び内容
以上のようなプロセスを経て 1989 年に設置された生活科は，これまでに 4 度の改訂がなされて
いる。ここでは，まず 1989～2008 年の「教科目標」と「学年目標」を提示しておきたい。
＜1989 年の学習指導要領＞
（教科目標）
具体的な活動や体験を通して、自分と身近な社会や自然とのかかわりに関心をもち、自分自身や自分の生活につい
て考えさせるとともに、その過程において生活上必要な習慣や技能を身に付けさせ、自立への基礎を養う。
（学年目標）
（1）自分と学校、家庭、近所などの人々及び公共物とのかかわりに関心をもち、集団や社会の一員として自分の役
割や行動の仕方について考え、適切に行動することができるようにする。
（2）自分と身近な動物や植物などの自然とのかかわりに関心をもち、自然を大切にしたり、自分たちの遊びや生活
を工夫したりすることができるようにする。
（3）身近な社会や自然を観察したり、動植物を育てたり、遊びや生活に使うものを作ったりなどして活動の楽しさ
を味わい、それを言葉、絵、動作、劇化などにより表現できるようにする。
＜1998 年の学習指導要領＞
（教科目標）
具体的な活動や体験を通して、自分と身近な人々、社会及び自然とのかかわりに関心をもち、自分自身や自分の生活
について考えさせるとともに、その過程において生活上必要な習慣や技能を身に付けさせ、自立への基礎を養う。
（学年目標）
（1）自分と身近な人々及び地域の様々な場所、公共物などとのかかわりに関心をもち、それらに愛着をもつことが
できるようにするとともに、集団や社会の一員として自分の役割や行動の仕方について考え、適切に行動できるよう
にする。
（2）自分と身近な動物や植物などの自然とのかかわりに関心をもち、自然を大切にしたり、自分たちの遊びや生活
を工夫したりすることができるようにする。
（3）身近な人々、社会及び自然に関する活動の楽しさを味わうとともに、それらを通して気付いたことや楽しかっ
たことなどを言葉、絵、動作、劇化などにより表現できるようにする。

＜2008 年の学習指導要領＞
（教科目標）
具体的な活動や体験を通して，自分と身近な人々，社会及び自然とのかかわりに関心をもち，自分自身や自分の生
活について考えさせるとともに，その過程において生活上必要な習慣や技能を身に付けさせ，自立への基礎を養う。
（学年目標）
（1）自分と身近な人々及び地域の様々な場所，公共物などとのかかわりに関心をもち，地域のよさに気付き，愛着
をもつことができるようにするとともに，集団や社会の一員として自分の役割や行動の仕方について考え，安全で適
切な行動ができるようにする。
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（2）自分と身近な動物や植物などの自然とのかかわりに関心をもち，自然のすばらしさに気付き，自然を大切にし
たり，自分たちの遊びや生活を工夫したりすることができるようにする。
（3）身近な人々，社会及び自然とのかかわりを深めることを通して，自分のよさや可能性に気付き，意欲と自信を
もって生活することができるようにする。
（4）身近な人々，社会及び自然に関する活動の楽しさを味わうとともに，それらを通して気付いたことや楽しかっ
たことなどについて，言葉，絵，動作，劇化などの方法により表現し，考えることができるようにする。

このように 1989 年の学習指導要領では，教育活動の中心を「具体的な活動や体験」に置く生活
科が想定されていたが，1998 年には「気付き」と「表現」を重視して，
「遊び」的な側面から「学
習」的な側面が強調されている。そして 2008 年の改訂においては，新たに「考えること」という
言葉が付け加えられ，
「思考」活動がより重視されることになった。ただ，それぞれの改訂において
も変わらないのは，生活科の中心課題が「自立への基礎を養うこと」であり，身近な対象と自分が
関わり，自分自身や自分の日常生活についての理解を深め，生活上必要な習慣や技能を身に付けて
いくという教育理念の実現であった。
さてこのような歩みを経てきた生活科だが，2017 年の改訂では，これまでにない大幅な改訂が行
われている。先ず教科目標に，(1)「知識及び技能の習得」
，(2)「思考力・判断力・表現力等の育成」
，
(3)「学びに向かう力，人間性等の涵養」に該当する個別目標が以下のように設定された。
具体的な活動や体験を通して，身近な生活に関わる見方・考え方を生かし，自立し生活を豊かにしていくための資質・
能力を次のとおり育成することを目指す。
(1)活動や体験の過程において，自分自身，身近な人々，社会及び自然の特徴やよさ，それらの関わり等に気付くと
ともに，生活上必要な習慣や技能を身に付けるようにする。
(2)身近な人々，社会及び自然を自分との関わりで捉え，自分自身や自分の生活について考え，表現することができ
るようにする。
(3)身近な人々，社会及び自然に自ら働きかけ，意欲や自信をもって学んだり生活を豊かにしたりしようとする態度
を養う。

さらに学年目標には，個別目標の実現のために注意すべきことが提示され，2008年で強調された
表現力の育成は「指導計画の作成と内容の取り扱い２(2)」に移行され，より計画的で具体的な実施
が求められるようになった。
(1)学校，家庭及び地域の生活に関わることを通して，自分と身近な人々，社会及び自然との関わりについて考える
ことができ，それらのよさやすばらしさ，自分との関わりに気付き，地域に愛着をもち自然を大切にしたり，集団や
社会の一員として安全で適切な行動をしたりするようにする。
(2)身近な人々，社会及び自然と触れ合ったり関わったりすることを通して，それらを工夫したり楽しんだりするこ
とができ，活動のよさや大切さに気付き，自分たちの遊びや生活をよりよくするようにする。
(3)自分自身を見つめることを通して，自分の生活や成長，身近な人々の支えについて考えることができ，自分のよ
さや可能性に気付き，意欲と自信をもって生活するようにする。
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このように 2017 年の生活科の目標では，内容や形式において大幅な改訂がなされることになっ
た。ただその趣旨や内容を詳細に見ていくと，確かに表現形式が変わったが，その内容は基本的に
これまでの教科目標の趣旨を引き継いだものになっていることが分かる。すなわち，自立の基礎の
育成を目標とし，その目標到達のために具体的な活動や体験が重要であるという生活科の趣旨につ
いては，生活科の創設以来一貫して変わってはいないし，その姿勢は受け継がれていると言えるだ
ろう。

４．生活科の教科教育としての独自性
（１）学習対象と内容構成の構造化
ところで生活科では，具体的な学習対象が多岐にわたっているが，2017 年の学習指導要領解説に
よれば，次のような 15 の学習対象に整理されている。①学校の施設，②学校で働く人，③友達，
④通学路，⑤家族，⑥家庭，⑦地域で生活したり働いたりしている人，⑧公共物，⑨公共施設，⑩
地域の行事・出来事，⑪身近な自然，⑫身近にある物，⑬動物，⑭植物，⑮自分のこと。
生活科では，これらの学習対象を互いに組み合わせ，小学校低学年で学ばせたい九つの内容項目
に整理統合している。それが，
「学校と生活」
「家庭と生活」
「地域と生活」
「公共物や公共施設の利
用」
「季節の変化と生活」
「自然や物を使った遊び」
「動植物の飼育・栽培」
「生活や出来事の伝え合
い」
「自分の成長」である。さらにこれらの 9 項目の内容は，学年の目標に即して〔学校，家庭及
び地域の生活に関する内容〕
，
〔身近な人々，社会及び自然と関わる活動に関する内容〕
，
〔自分自身
の生活や成長に関する内容〕の中に組み込まれ，三つの階層に構造づけられている。またそれらの
階層は，下記の図のようにそれらの階層は相互に関係しあって生活科の単元が構成される仕組みに
なっている。
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（２）生活科の特質と独自性－社会科との違い－
先に指摘したように，生活科は 1989 年の学習指導要領において初めて設置された教科である。
ただ当初から生活科の設置に関しては，小学校低学年の社会科と理科を解体して生活科に統合させ
ることについて賛否両論があり，生活科の是非に関しては多くの議論が湧き起こった。さらに教育
現場からは，学習内容や教育方法に関する疑問や批判的意見が噴出したと言われている。
特に「解体された社会科や理科と生活科はどのような点で違うのか」については多くの意見が出
された。こうした意見に対応することは，生活科の特質と独自性を確認する上で重要である。ここ
では，それぞれの教科の基本的目標と教科的な特質について確認しておきたい。
生活科の基本的目標は，具体的な活動や体験を通して，自分と身近な人々，社会及び自然とのか
かわりに関心を持つことである。さらにこの科目では自分自身や自分の生活について考えさせ，そ
の過程において生活上必要な習慣や技能を身に付け，自立への基礎を養うことが重要である。
これに対して社会科と理科の基本的目標は，子どもたちの目を社会事象や自然現象への興味関心
に向けさせることであり，さらに彼らに必要な資質能力は，地域社会の社会事象や，自然現象の特
色や相互の関連性等について考える力や，調べたことや考えたことを表現する力の育成は欠かせな
いであろう。こうした相違をより分かりやすくするために，生活科と社会科の具体的な授業事例を
使って説明してみたい。
例えば，学校周辺の「町探検」をテーマにした生活科の授業で，学校のまわりを探検する際に「大
型スーパーマーケット」を通り過ぎたとする。その際に生活科の学習活動として重要なのは，子ど
もに次のような発見をさせることである。
「この大きなスーパーは，前におじいちゃんと一緒に来た
ことがある。その時おじいちゃんはお酒とおつまみだけでなく，自分の部屋の切れてしまった LED
電球も買ったよな。スーパーには電化製品も売ってるんだ・・・」等々。児童には，こうした気づ
きを通して，これまで単なる大きなスーパーとしてしか見ていなかった施設が，自分自身との関わ
りの中で多様な機能を持った「大型スーパーマーケット」として再発見されることになる。
これに対して社会科の授業で「大型スーパーマーケット」を見学する場合には，子どもが次のよ
うな点に気づくことが重要となる。
「大きな駐車場があって，客が絶えることなくやってくる。この
駐車場があるから店に来やすいことがある。地元の商店街は，小さいお店が数多く集まっていると
は全然違うことが分かった。
」
このように社会科では，駐車場に着目することによって大型スーパーと地元の商店街のとの違い
を学習することが重要となる。すなわち，社会科の学習目標には「地元の社会事象を観察・評価す
ること」
，さらに「地域社会の社会現象の特色や相互関連性について考える力，調べたことや表現す
る力を育むこと」が重要であり，単に自分自身との関わりだけではなく，地域社会をどのように理
解するかという「社会認識」の意識を高めていくことが求められる。

５．結語的考察－生活科の今日的課題－
冒頭でも指摘したように，生活科的教育活動の構想は，戦後の教育の民主化から，ゆとりの教育
の実践まで繰り返しなされてきた。その意味で子どもたちが主体的に学び，そして活動する教育活
動は，いつの時代にも学習の中心に据えられるべきものであると言えるだろう。そしてその種の学
び方を実践するためには，特定の教科の枠組みにとらわれる教育活動ではなく，個々の子どもの興
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味関心の広がりに合わせて教科横断的な学習が必要になる。生活科はこうした活動の有力なモデル
の一つと言える。さらに，知識活用能力を育成することが急務の課題となっている昨今，アクティ
ブ・ラーニングの一形態としての生活科のあり方は，再び注目を集めている。
しかしさらに注目したいのは，近年生活科に対する別の側面からの期待が高まっていることであ
る。例えばその一つに，小 1 プロブレムなど学校生活に不適応を起こしそうな子どもに対する生活
科的なカリキュラム編成があげられる。学習指導要領においても，最近そうした問題を抱えた子ど
もが幼児教育から小学校教育へ円滑に接続できるカリキュラムの重要性が指摘されている。
特にスタート・カリキュラムは，小学校に入学した子どもたちが学校に慣れるようにするために
カリキュラムを工夫することであり，
その際に重要な役割を担うのが生活科であると言われている。
そもそも本論文で見てきたように，生活科は子どもたちの問題関心を尊重し，課題解決のための学
びを深めて行く科目である。それは「明日も学校で学びたい」という学習意欲を子どもたちに湧き
起こすものであり，そうした意欲は問題を抱えた子どもたちの知的探究心を高めていく可能性を秘
めている。学校が子どもたちの探究心を高める＜学びの場＞になれば，小 1 プロブレムの解決の有
効な手立てになることが期待される。
知識を伝達するだけのこれまでの学習方法から，知識を活用し，応用して新しい学びのあり方へ
と転換が起こっている今日，生活科的な学習活動の重要性がますます高まっているように思う。

参考文献
岡野聡子他編. 2013. 『子どもの生活理解と環境づくり～幼児教育領域「環境」と小学校「生活科」
から考える～』
（ふくろう出版）
．
小川哲哉他. 2012. 『日本の教育の歴史を知る』
（青簡舎）
．
小川哲哉. 2014. 『主体的な＜学び＞の理論と実践－「自律」と「自立」を目指す教育‐』
（青簡舎）
．
關浩和. 2011. 『生活科授業デザインの理論と方法』
（ふくろう出版）
．
高浦勝義・佐々井利夫. 2009. 『生活科の理論』
（黎明書房）
．
（各種の文部科学省の学習指導要領等については，文科省の HP を参照した。
）
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第２章 幼小接続・連携を担保する生活科の在り方
佐藤 環

１．はじめに
1987 年の教育課程審議会が「低学年の児童の心身の発達状況に即した学習指導を展開する」観点
から生活科設置を答申した。それを受けて，1989 年に改訂された小学校学習指導要領において低学
年児童を対象にして生活科が新設された。生活科は，それまで低学年に配置されていた社会科と理
科を廃止したため社会科と理科を統合した教科だとする考え方と，幼小接続・連携を考慮した新構
想の教科であるとする考え方がある。前者は 1986 年の教育課程審議会の「中間まとめ」で打ち出さ
れた考え方である。後者は，低学年に配置された生活科は，中高学年に設置された「総合的な学習の
時間」（以下，「総合学習」とする）への展開を視野に入れた，小学校教育課程全体におけるいわば
「低学年総合学習」として位置づけられるので，幼小接続・連携の充実を図るための新教科と捉え
るものである。
生活科を全面実施した 1992 年以降，本来は児童の発達状況，生活実態や生活圏としての地域の実
情を考慮すべき教科であったのだが，先導的実践，学習指導要領が示した内容や教科書に影響され，
全国的に画一的な教材使用や学習過程に流される傾向が指摘された。それを受けて 1998 年改訂小学
校学習指導要領では，「知的な気づき」の尊重，画一的な教育活動を除くため公共施設名など具体的
内容を削除し，低学年 2 年分の教育内容をまとめて示すことにより各学校に弾力的な内容裁量を委
ねるなど種々の改善がなされた。
本稿は，幼小接続・連携を目的として展開される生活科の研究と実践を整理し，2017 年 3 月に改
訂された幼稚園教育要領及び小学校学習指導要領を検討することで，幼小接続・連携を志向する教
育課程における生活科の在り方を巡る今日的課題について考察することを目的とする。

２．幼小接続・連携の研究と実践の動向
幼稚園と小学校の「接続」とは，幼児教育と小学校教育（初等教育）とを円滑につなぐという意味
で用いられ，「連携」という場合は幼稚園と小学校双方のカリキュラムをつなぐことが最終的な目
標であるとするもののほか，「交流」や「連携」が保育・教育制度間での人との関わりを指している
のに対して「接続」は教育内容および教育制度の設計や変更といったシステムのあり方を指すとい
う考えもある。いずれにせよ，各学校種の独自性を保持しつつ，子どもたちの発達や教育の連続性
を担保することである。
小学校・中学校の学習指導要領が初めて示された 1 年後の 1948 年に，幼児の発達，生活指導や生
活改善を解説したうえ保育内容を示した保育要領が文部省より出された。それは当時の幼稚園就学
率が 8 パーセント前後であり，一部の経済的余裕のある階層の子どもを念頭に置いた教養的な内容
であった。なお，保育所については 1965 年に最初の保育所保育指針が通知され，認定こども園につ
いては 2014 年に幼保連携型認定こども園教育・保育要領が初めて告示されている。そして幼稚園と
小学校との接続に関しては 1998 年の幼稚園教育要領で示されて以降，保育所保育指針と幼保連携型
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認定こども園教育・保育要領でも明記されて現在に至る。
さて，幼稚園と小学校との間における「連続性」が文言として初めて現れたのは 1971 年の中央教
育審議会第一次答申「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的政策について」で
あるとされ，幼年期における集団施設教育のいろいろな可能性のひとつとして学校間の接続の改善
が取り上げられた。1997 年の中央教育審議会答申「時代の変化に対応した今後の幼稚園教育の在り
方について－最終報告－」においては，幼児教育と小学校教育との連続性と一貫性を念頭に置いて
構成されるべきであることが提唱され，幼稚園は小学校以降の「基盤」として幼稚園から小学校へ
の「接続」を円滑にすることとともに，小学校からも幼稚園との接続について円滑にさせる努力を
求めた。1992 年度より小学校で実施された学習指導要領において導入された生活科などを中心に小
学校低学年での合科的指導の推進を図り，幼稚園で行われている主体的な遊びを主軸とした総合的
な指導から小学校への一貫した教育を期待した。「幼児の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方
に関する調査研究協力者会議」は，2010 年に目標・教育課程・教育活動の観点から幼小接続の体系
を考察した「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（報告）」をまとめた。
幼小接続のカリキュラム開発は国立大学附属学校や研究指定学校園が行っているのみならず，自
治体や私立学校園でも実践されており，自治体での取り組みでは子どもたちの学力や生活習慣等の
課題をそれぞれの地域の実情を反映したカリキュラムを実現しようとしている。スタートカリキュ
ラムやアプローチカリキュラムの実践においては，教育への理解と環境整備が不可欠であり，その
ためスタートカリキュラムでは子ども理解・活動の充実・環境整備を行うことで，アプローチカリ
キュラムでは 5 歳児保育の環境構成を充実させることで幼小間の円滑な移行が可能となるとした。
ただ，幼児期と児童期とでは幼小接続期の意義や位置づけが異なるので，幼小接続の実態と課題を
多角的に把握した研究の進捗が望まれ，両者の違いと共通性を明らかにして，家庭・地域・他施設等
を考慮するとともに教員・保育者養成課程段階から意識を高めていくことが必要であると指摘され
ている。

３．2017 年改訂小学校学習指導要領における生活科
2016 年 12 月の中央教育審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習
指導要領等の改善及び必要な方策等について」では，2011 年に改訂された学習指導要領における生
活科の成果と課題を次のように指摘した。
成果については，次のように述べている。生活科は，児童の生活圏を学習の対象や場とし，それら
と直接関わる活動や体験を重視し，具体的な活動や体験の中で様々な気付きを得て，自立への基礎
を養うことをねらいとしており，2011 年改訂学習指導要領では活動や体験を一層重視するとともに
気付きの質を高め，さらに幼児教育との連携を図ることなどでの充実をみた。また，各小学校にお
いては，身近な人々，社会及び自然等と直接関わることや気付いたこと・楽しがったことなどを表
現する活動を大切にする学習活動が行われており，言葉と体験を重視することが概ね反映された。
このように幼児教育と小学校との接続・連携や，体験と表現活動を重視する活動が展開されたこと
に一定の評価を与えている。
一方，さらなる充実を図ることを期待される課題として以下の 4 点を挙げている。
第１点。活動や体験を行うことで低学年らしい思考や認識を確実に育成し，次の学習へつなげる
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学習活動を重視することが必要である。生活科は「活動あって学びなし」と批判されるように，具体
的活動を通じて，どのような思考力等が発揮されるか十分に検討すべきである。
第２点。幼児教育において育成された資質・能力を十分に発揮し，各教科等で期待される資質・能
力を育成する小学校低学年教育として円滑に接続・発展されることが大切である。幼児期に育成す
る資質・能力と小学校低学年で育成する資質・能力との繋がりを明確にして生活科の役割を考える
必要がある。
第３点。幼児教育との連携や接続を意識したスタートカリキュラムについて，生活科固有の課題
としてではなく教育課程全体を視野に入れた取組をすべきである。小学校におけるスタートカリキ
ュラムの具体的な姿を明らかにするとともに，国語，音楽，図画工作などの他教科等との連携につ
いてもカリキュラムマネジメントの視点から検討し，学校全体で取り組むスタートカリキュラムと
すること。
第４点。社会科，理科や総合的な学習の時間をはじめとする小学校中学年の各教科等への接続が
明確でないこと。単に小学校中学年の学習内容の前倒しにならないよう留意しつつ，育成すべき資
質・能力や「見方・考え方」のつながりを検討すること。
これらの指摘を受けて，2017 年 3 月 31 日に公示された改訂小学校学習指導要領における生活科
は，以下のような改善を行った。
まず，生活科の教育目標を明確化したことである。教育目標の明確化は生活科だけではなく，幼
稚園，小中高等学校等の各教科等で行われているもので生活科独自の特色ではないが，カリキュラ
ム改革の一つとして改善がなされた。体験的な学習を通して，自立し生活を豊かにしていくための
資質・能力を育成することを教育目標とした。
次に生活科の学習内容を充実・改善したことである。それは，①学習内容を「学校，家庭及び地域
の生活に関する内容」，「身近な人々，社会及び自然と関わる活動に関する内容」，「自分自身の生
活や成長に関する内容」の３分野に整理したこと，②体験的な学習を通じて，どのような思考力・判
断力・表現力等の育成を目指すのかについて具体性を持たせるよう各内容項目を見直したこと，③
具体的な活動や体験で気付いたことを基に考え，気付きを確かなものとしたり，新たな気付きを得
るために，活動や体験を通して気付いたことなどを多様に表現し考えることや，「見つける」「比べ
る」「たとえる」「試す」「見通す」「工夫する」などの多様な学習活動を行うことにしたこと，③
身近な自然の観察，動物の飼育や植物の栽培などの活動は引き続き重視するとしたこと，である。
そして，学習指導の改善・充実を図ったことである。生活科を中心に各教科等との関連を積極的
に図り小学校低学年教育全体の充実を図り，小学校中学年以降の教育への円滑な移行をすることを
明示した。特に，幼児教育における遊びを主体とした総合的な学びから小学校の各教科等における
より自覚的な学びへ円滑に移行できるよう小学校１学年入学当初において，生活科を中心とした合
科的指導等の工夫，すなわち「スタートカリキュラム」を行うよう明示した。
では，具体的な改善事項を見てみよう。
（１）目標
目標は，育成を目指す三つの資質・能力，つまり知識及び技能・思考力，思考力・判断力・表現力
等，学びに向かう力・人間性等の項目として明記した。また，2011 年小学校学習指導要領において
は「自立への基礎を養う」という抽象的表現であったものを，「気付く」，「表現する」，「態度を
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養う」といった具体的な表現を用いた。
（２）学習内容
学習内容は，学校・家庭及び地域の生活に関する内容，身近な人々・社会及び自然と関わる活動に
関する内容，自分自身の生活や成長に関する内容の三つに整理した。身近な人々・社会及び自然と
関わる活動に関する内容の項目では，「相手のことを想像したり伝えたいことや伝え方を選んだり
することができ」という表現や態度に関する内容を附加した。
（３）指導計画の作成と内容の取扱い
まず指導計画の作成に当たっての事項。①「学びの地図」として見通しを持つことや，アクティブ
ラーニングの視点から「主体的・対話的で深い学び」を実現するために必要な授業改善について明
記した。②児童の実情に応じて 2 年間で見通しを立て学習活動を行うこととしている。③他教科等
との関連と幼児教育との関連についての記述を具体化し，幼児教育と小学校教育との間で一層の連
携を強調している。④小学校入学時における生活科を中心とした「スタートカリキュラム」を明記
した。⑤インクルーシブ教育システムの構築を目標に据えて，障害のある児童に対する合理的配慮
を提供するよう明記した。
そして内容の取扱いに関する事項。①「気付き」を確かな学びに結びつける視点を追加したこと。
②問題解決の過程を取り入れた「深い学び」に関する指導を明確化した。③コンピュータなどの情
報機器の活用に関する事項を追加した。

４．幼稚園と小学校との接続・連携を志向する取組

－埼玉県草加市の事例－

近年の幼小連携・接続の状況を概観してみる。文部科学省の「平成 26 年度幼児教育実態調査」によると，
「小学校の児童と交流を行った幼稚園」は全体の 76.9％（公立 96.3％，私立 65.7％），「小学校の教員との
教員同士の交流を行った幼稚園」は全体の 72.1％（公立 90.9％，私立 61.2％）であった。また，「平成 26 年
度の教育課程編成にあたり，小学校と情報交換をするなどの連携をした幼稚園」は全体の 54.8％（公立
69.9％，私立 46.3％）であった。
園児と小学校児童との交流や幼小の教員同士の交流は，どちらも公立幼稚園で 90％に上り，全体でも 70
％を超える。しかし，教育課程編成にあたって小学校との連携を図った幼稚園は全体の約 55％で，私立幼
稚園に至っては半数にも満たない。また，同調査の「市町村ごとの幼小接続の状況」において，「年数回の
授業，行事，研究会などの交流があるが，接続を見通した教育課程の編成・実施は行われていない」と回答
した幼稚園が 59.6％であり，「情報交換」に留まらず「接続を見通した教育課程の編成・実施」となると約半
数の園で行われていないことが分かる。授業や行事，研究会などにおける幼児児童，教師同士の人的交流
は 70％を超えるが，教育課程編成レベルでの接続は幼稚園全体の半数を下回る。
このような状況の中で，「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（平成 22 年）」を受
け，全国の自治体においては，幼小接続のためのカリキュラムを策定する取り組みも進んできている。
その先導的な取り組みの一つである埼玉県草加市の事例をみてみたい。草加市は，埼玉県南東部に位
置する人口約 25 万人で東京に隣接する都市である。同市は，2014 年度に実施した調査から「小 1 プロブ
レム」といわれる状況がみられると答えた教員が 21.0％に上ったとしている。同年，「草加市幼保小接続期モ
デルプログラム」を作成し草加市内の幼稚園・保育所・小学校でモデル実施を行い，2015 年「草加市幼保小
接続期プログラム」を策定した。
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「草加市幼保小接続期プログラム」は，幼児期の教育から小学校教育への円滑な接続を図り，幼児期の学
びを小学校の学びにつなげるためのものである。そこで，「『自ら学び，心豊かに，たくましく生きる』草加っ
子」を「目指す 15 歳の姿」として掲げ，「自ら学び」3 項目・「心豊かに」9 項目，「たくましく」7 項目と「目指す
15 歳の姿」の 3 つの柱の具体例を示した。この 15 歳の姿に対応する形で「就学までに身に付けたい力」と
して，「（自ら学び）自ら学ぶ力」・「（心豊かに）人とかかわる力」・「（たくましく）生活する力」を掲げ，それぞれ
2 項目と具体例を明記した。これらが，2017 年 3 月改訂の幼稚園教育要領に示された「幼稚園教育におい
て育みたい資質・能力」及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」に相当している。
また同プログラムは，接続期を 5 歳児 10 月から小学校 1 年生の 1 学期終了（7 月）までとし，幼児期終了
前（10～3 月）をアプローチカリキュラム，小学校入学～1 年生の 1 学期終了（4～7 月）をスタートカリキュラム
の時期と位置づけ，各々のカリキュラム作成のポイントや事例などを示している。さらに，アプローチカリキュ
ラムについて，①小学校のカリキュラムの先取りをするのではなく，就学前の幼児期にふさわしいものにする
こと，②小学校という新しい環境に適応したり，環境の変化を乗り越えたりしていく基礎となる力が培われる
経験を全児童にさせること，の重要性を述べている。次にアプローチカリキュラムの実際をみてみる。
資料１は，上記のアプローチカリキュラムの重要性を具体化するもので，幼児期の教育において小学校の
学びの基盤となる経験を明記したのである。
資料 2 は，幼児が資料 1 に挙げた経験をするためのアプローチカリキュラムの指導計画例である。「幼児
の姿」・「ねらい」・「経験させたい内容」・「環境の構成と援助」といった基本事項と共に，留意事項として「1 日
の時間の工夫」・「活動の工夫」・「人間関係についての配慮」・「家庭との連携」・「きまりへの適応と安全への
配慮」・「小学校生活に向けての配慮」を記載している。資料１・2 共に，同カリキュラムの時期を 3 か月ずつ
の前後半に分割して示しているため，期間指導計画の一種といえよう。
資料３は，学校間の段差を乗り越え「幼児期の教育と小学校教育のつながりのイメージ」を図式化した新し
いタイプの指導計画である。幼児期の 10～12 月に実施される「たくさんできたよ」という活動は，「秋の自然
を積極的に生活に取り入れ，生活を豊かにする」ねらいを達成するため，幼児が「植物の世話を通して成長
や変化に気付き，生命の大切さに気付く」といった内容を実践していくものである。その際，「就学までに身
に付けたい力」のうち，「人とかかわる力」ではクラス全体で作る野菜を決めるといった話し合いを通して「言
葉で伝える力を身に付ける」，「生活する力」では野菜の世話をするために「生活を通してきまりや約束したこ
とを守る」，「自ら学ぶ力」では収穫したダイコンの数や長さに興味をもつことで「数や長さを比べる」ことを経
験するのである。そして，「言葉で伝える力を身に付ける」ことが小学校の特別活動「かかりをきめよう」へ，
「生活を通してきまりや約束したことを守る」は道徳「自分のためにがんばろう（資料名「はたらけせっせ」）へ，
「数や長さを比べる」は算数の「あわせていくつ」及び「どちらがながい」へ繋がるといった学びの連続性を示
している。幼児教育で身に付けた力が，小学校で必ず役に立つであろうといった希望的観測ではなく，「就
学前までに身に付ける力」を具体的な活動によって明確化し，小学校教育の各教科のみならず他の領域の
活動にどのように接続するのかを示した指導計画となっている。この指導計画作成においては，幼稚園と小
学校の教員が幼稚園修了時の園児の姿を共有化できるかが最も重要なポイントとなろう。
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資料１ 幼児期の教育において小学校の学びの基盤となる経験

出典 『草加市幼保小接続期プログラム』18～19 頁。
資料 2 アプローチカリキュラムの指導計画例

出典 『草加市幼保小接続期プログラム』20～21 頁。
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資料３ 幼児期の教育と小学校教育のつながりのイメージ

出典 『草加市幼保小接続期プログラム』22～23 頁。

５．結語
生活科には二つの側面がある。一つは幼稚園から小学校への接続・連携の中心的教科としての役
割，もう一つは小学校中学年以降の系統的な教科へつながる教科としての役割がある。
生活科を中心とした「スタートカリキュラム」を工夫することにより，小学校に入学した児童が
安心して自信をつけながら成長し，自立の基礎を形成していくことが期待される。幼稚園等におけ
る体験的・総合的な学びから徐々に意図的・系統的な学びへと移行していくことを促しながら，学
校，家庭や地域での生活に必要な技能等を含めて学んでいく。その過程においては，合科的・関連的
な指導や児童の生活の流れを大切にした指導を行うなど，幼児期の終わりまでに培った資質・能力
を十分に発展できうる教育課程の編成し実施上の工夫を行うことが肝要である。小学校内における
組織的な取組を基盤として，小学校区内の幼稚園・保育所等と連携し，子どもの育ちの現状や育成
すべき資質・能力等についてのイメージを共有し，幼保小の在り方等についてともに考えていく必
要がある。
小学校中学年は，生活科の学習が終わって中高学年に配当されている理科と社会科の学習が始ま
るなど，具体的な活動・体験を通じて低学年で身に付けたことを，各教科の特質に応じた学びにつ
なげていく時期である。各教科の指導事項も抽象的な内容へと発展していく段階であり，そのよう
な学習内容への円滑な移行を担保する指導上の配慮について検討する必要がある。
生活科では小学校低学年の学習における系統化されない総合的な学びの特性を生かし，幼児期に
身に付けた資質・能力を十分発揮するとともに，自ら学習に向かうこと，学級の友達と学び会うこ
と，体験を言葉に置換しながら学ぶことなどを意識して行うことが大切であるので，生活科の体験
を通じた一体的な学びを，総合学習における各教科等の「見方・考え方」を生かした学習につなげて
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いくことが要求される。幼児期と小学校低学年の接続・連携を軸として，小学校中学年以上の系統
的な教科学習へと繋がる教科として生活科を位置づける作業が必要であろう。
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第３章 学校，家庭及び地域の生活に関する内容（１）
▪学校，通学路（スタートカリキュラム）
－タブレット端末を活用した生活科「まちたんけん」の学習－
小林祐紀

１．はじめに
平成 29 年 3 月 31 日に公示された学習指導要領では，生活科においても主体的・対話的で深い学びの実現に向
けた授業改善の必要性が言及されている（文部科学省 2017）。また，改訂の要点に示された基本的な考え方には
「生活科においては，言葉と体験を重視した前回の改訂の上に，幼児期の教育とのつながりや小学校低学年にお
ける各教科等における学習との関係性，中学年以降の学習とのつながりも踏まえ，具体的な活動や体験を通して
育成する資質・能力(特に「思考力，判断力，表現力等」)が具体的になるよう見直すこととした」と示されてい
る。改訂の趣旨にも示されたように，「活動あって学びなし」という批判が繰り返されぬよう，具体的な活動を
通してどのような思考力や表現力が発揮されるのか，授業者が詳細に検討する必要があるといえる。
本稿では，学校，家庭及び地域の生活に関する内容から第 2 学年「まちたんけん」の学習を事例として取り上
げる。現在，全国各地で整備が進むタブレット端末（文
部科学省 2016，図 1）は，低学年でも容易に使用するこ
とができ，活用事例が蓄積されているところである（中
川 2013，D-project 編集委員会 2014 等）。本事例にお
いても，タブレット端末で撮影した写真や動画を用い
て，考えたり表現したりする児童の姿が多く見られた。
「まちたんけん」という学習活動だけに留まらず，他者
にものやことの良さを伝える（プレゼンテーション）場
面を設定することは，どのような内容を，どのような順
で，どのように示せば良いのかを考える学習活動とい
え，新学習指導要領の内容にも十分に対応する授業と考

図 1 タブレット端末の整備状況

える。

２．単元の概要
本事例は，2014 年度に北陸地方の公立小学校に勤務する K 教諭が実践したものである。K 教諭は教員歴 20 年以
上のベテラン教諭である。これまでに，内地留学や大学院で教育学や ICT 活用について学修している。市内小学
校教育研究会情報部会に所属する他，全国的な教員組織にも参画し，現在も教育方法等についての見識を深めて
いる。また，県内の教育工学研究会にも所属し，これまでに複数の役職を担ってきた。事例について，K 教諭本人
の了解のもと，ここに紹介する。
———————————————————————————————————————
単元名：まちをたんけん 大はっけん〜みどりのまちの「いいところ」を紹介しよう〜
単元計画（合計 17 時間）：表 1
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本稿で詳細に取り上げる本時は，第 3 次『紹介の準備をして，みどりのまちの「いいところ」を紹介し合お
う』である。本時のねらいとして以下の 2 つを挙げている。
○たんけんで見つけた，みどりのまちの「いいところ」を，自分なりの方法で工夫して表現することができる。
（思考・判断・表現）
○今まで意識していなかった地域の「よさやすてきなところに」に気付くことができる。（気づき）
特に，気付きに関して，学習指導要領解説生活編（p32）には，「今回の改訂では，従前は「親しみをもち」と
していたものを，「親しみや愛着をもち」とし，「愛着」という言葉を加えている。それは，児童が，活動を通
して，地域の人々や場所のよさに気付くとともに，それらを大切にする気持ちや地域に積極的にかかわろうとす
る気持ちを，一層強くもつようにしたいからである。そして，「あの公園には好きな虫がいるから，遊びに行こ
う」「野菜を育てているおばあちゃんみたいに，わたしも毎日水やりをしよう」など，親しみや愛着とともに，
あこがれまでももつようにすることが期待される」と示されており，児童が本事例を通して，どのようなよさに
気付いたのかについても後述する。

表 1 単元の概要（合計 17 時間）
第一次

○地域への関心を高め，探検への思いをもつことができる。

ねらいと見通し

・どんな人がいるのかな，どんな場所があったかな？

をつかむ

・すきな人やすきな場所を紹介しよう。

第二次

○クラスでまち探検し，発見したことを紹介し合う。

地域探検を通して

・ 探検の準備をして，みんなで探検に出発！（４コース）

こだわりをつくる

・ 発見したことを紹介し合おう。
＊教師がタブレット端末を使用して撮影し，発見整理時に写真を活用する。

第三次

○ こだわりグループでまち探検し，みつけた「いいところ」を紹介し合う。

こだわりグループ

・ インタビューの準備をして探検に出発！

で探検し，発見を
紹介する

＊６グループ（自然，海，健民プール，パン屋，ピザ屋，公園）
・ 紹介の準備をしてみどりのまちの「いいところ」を紹介し合おう。（本時）
＊ 各グループがタブレット端末を使用して撮影し，大型 TV に写真や動画を提示して発見
を紹介する。

第四次

○ 鳥屋小（２年）への探検交流ビデオをつくり，学習をふりかえる。

学習をふりかえる

・ みどりのまち紹介ビデオレターをつくろう。
＊タブレット端末を使用して作成する
・ みどりのまちの「いいところ」とこれまでの学習をふりかえろう。

３．本時におけるタブレット端末の活用の実際と教師の捉える学習効果
（１）気付きを共有する
本時において，児童はグループ毎にタブレット端末で撮影した写真や動画を示しながら発表を行っていた（図
2）。例えば，地域に多くある用水に関心を持ち調べたグループは，「みどりのまちの用水は飲めます。地下 100m
からくみ上げているからです」と動画を見せていた。動画では，ポンプから流れ出る水の勢いや音，透明感に感
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嘆の声を上げる児童の姿が見られた。また，K 教諭は，実際の地下水を準備し，映像の視聴後に皆で飲んでみると
いう学習活動を設定していた。
これらの学習場面について，K 教諭は「地下 100m の
量感はあやしいが，映像と手元の水から，少なくとも
みどりのまちの地下には飲めるほどきれいな水がある
ことは共有できたのではないか」と述べており，情報
共有にタブレット端末活用の利点を一定程度感じてい
る。また，全 6 グループにおいて，写真や映像を使っ
てまちの「いいところ」を紹介していたことから，
「映像は子どもの言語表現を支える１つのアイテムに
なる」と述べている。生活科における学習指導の進め
方として学習指導要領解説生活編には，「2 伝え合い
交流する場を工夫する」において，「伝え合い交流す

図 2 発表会の様子

る活動は，集団としての学習を高めるだけではなく，
児童一人一人の気付きを質的に高めていく上でも意味がある。生活科の学習では，一人一人の気付きを全員で共
有し，みんなで高めていくことが重要である」と述べられていることからも，気付きを共有する方法として，タ
ブレット端末を使用した発表は有用な方法の一つといえる。特に，K 教諭が指摘するように，「映像は子どもの言
語表現を支える」ことに留意し，決して見せて終わりでは無く，写真や動画を支えとして，自分はどんなことに
気付き，それらをどのように伝えるのかといったことを指導することが重要といえる。

（２）焦点化して伝える
複数のグループの発表では，タブレット端末で撮影した写真を拡
大することで，伝えたい部分を拡大表示し，焦点化して伝える姿が
見られた（図 3）。児童に人気の健民プールを調査したグループは
スライダーの様子を拡大表示させたながら見つけた気付き等を発表
していた。同じような姿は，他のグループでも確認することができ
た。K 教諭は，この場面について「子どもの未熟な撮影技術をカバ
ーし，伝えたいモノをより焦点化して伝えられるよさがある」と述
べており，拡大・縮小が低学年の児童であっても容易に操作できる
点をタブレット端末の利点として捉えているようである。焦点化
して伝えることに関して，文部科学省（2015）は，効果的な電子

図 3 拡大表示しながら発表する

黒板の活用として 8 つに類型化し，その中の 1 つに焦点化して明
確に伝えることが含まれている（図 4）。したがって，児童がタブ
レット端末を活用して発表する場面においても，同様の効果が期
待できるといえる。

図 4 電子黒板を用いて教師が説明する
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（３）質問に臨機応変に対応する
各グループの発表後には，必ず質問タイムが設定されており，
さまざまな事柄が他の児童から質問される。地域のパン屋を調査
したグループの発表後には，閉店時間に関する質問が出された。
グループでは朝の仕込みや開店時間については調べていたもの
の，質問された事柄については調べていない。しかし，ある児童
がお店の入り口を撮影した写真（図 5）に着目し，営業時間が記
してある部分を拡大して，質問に対応していた。地域のピザ屋を
調査したグループの発表においても同様に，店主がどのような人
なのかという話題になると，ある児童が見せる予定は無かった

図 5 質問の対応に使用された写真

が，撮影してあった店主の写真を提示していた。児童の様子か
ら，K 教諭は「紹介のシナリオでは使わない映像もタブレット端末には保存されている。聞き手とのやりとりに対
応できるよさがあった」と述べている。タブレット端末で多くの写真が撮影されているからこそ見られる学習場面
である。また，発表について，児童が主体的に学習活動に関わっており，必要な写真を取り出し，タイミング良く
提示することができたといえる。発表会は，一方的なプレゼンテーションになってしまうことも多いが，質疑の場
面においてもタブレット端末が活用できることを示す事例といえる。

4．授業後の児童の気付き（振り返りより）
授業後に K 教諭は，児童に振り返りを記述させている。児童の振り返りを一部紹介する。

みどりの町の水の豊かさというよさに関する気付きの例
・みどりの町の一ばんいいところは，プール，海，よう水，すいどうがあり，水があるところがすべ
てです。
・みどりの町の１番いいところは，ちかの水です。プールの水はいどのちかの水です。よう水もちか
の水です。

地域にはおいしいお店があるというよさに関する気付き
・みどりの町の１ばんいいところは，スーフランシュ（パンやさん）とダチーロ（ピザやさ
ん）・・。わけは，やきたてでおいしいから・・。ピザやさんは１分３０びょうでできるからすご
い。パンやさんは１日（２人だけ）で４００こですごい。※括弧内は K 教諭による追記

授業後の気付きについて，K 教諭は，「自分自身のたんけんの結果と他グループの発表内容を関連づけるような
気付き（例：自然がいっぱい，水がある等）」と「関連づけまで及ばないが主観的（例：おいしいピザやさん
等）及び客観的に価値づける気付き（例：1 分 30 秒で焼いて，お客さんに焼きたて食べてもらうお店だから
等）」の 2 つに分けて，事前に想定した評価規準をもとに該当する人数を把握している。その結果，前者が 13
名，後者が 18 名であった。気付きに至らない児童はいなかった。
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5．おわりに
ここまで，学校，通学路（スタートカリキュラム）として第 2 学年生活科「まちたんけん」を例に，タブレッ
ト端末を活用した授業事例について論考してきた。冒頭にも示したようにタブレット端末は，現在整備が急速に
進められており，学年・教科を問わず児童が主体的に活用することが求められている。したがって，第 1 学年に
おける学校・通学路を「たんけん」する学習場面においても活用することも可能であろう。1 年生だから使用しな
いではなく，1 年生であれば 1 年生なりの使用方法を考え，主体的に活用させていく方向で授業をデザインするべ
きといえる。ただし，あくまでもタブレット端末は学習活動を支援するツールの 1 つであることをふまえ，十分
な体験活動や気付きの表現場面や共有場面の設定していくことも，言うまでもなく求められている。
紹介した本事例においても，生き物グループは用水のコイやザリガニを撮影できず絵を描いて紹介していた。K
教諭は『オタマジャクシは，手のあるもの，手も足もあるもの等子どもならではのおもしろさがあった。このこ
とからも，写真や動画，絵や実物等様々なアイテムの可能性を子どもが「見る・使ってみる」ことで，様々なア
イテムが選択の１つとなり，表現の内容や手段を吟味する力が育むことにつなげたい』と述べている。本時の学
習のように，タブレット端末を使用する場面，使用しない場面を何度も繰り返し経験することで，児童自身がタ
ブレット端末のメリット・デメリットを内面化していくことが肝要といえよう。

引用文献
D-project 編集委員会．2014．『つなぐ・かかわる授業づくり: タブレット端末を活かす実践 52 事例』（学研教育
出版）.
文部科学省．2015．「電子黒板を活用した授業実践に関する調査研究」電子黒板活用場面集 授業がもっとよく
なる電子黒板活用．
文部科学省．2016．平成 28 年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果．
文部科学省.2017.小学校学習指導要領解説生活編．
中川一史監修．2013．『ICT で伝えるチカラ 50 の授業・研修事例集―小学校全学年対応』（フォーラム・A）．
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第４章 学校，家庭及び地域の生活に関する内容（２）
身近な人々，社会及び自然と関わる活動に関する内容①
▪地域，公共物・公共施設（単元「まちたんけん」を事例に）
木村勝彦

はじめに
本章では，生活科に於ける「地域と生活」「公共物や公共施設の利用」の内容に関して，その指
導の課題について，検討したい。そのために，まず今回の改訂指導要領の意義について簡単に触れ
た後，生活科の位置と上記内容の意味を述べ，最終的には上記の内容を指導する上での課題につい
て検討することとした。

１．今次学習指導要領改訂の概要
昨年，12 月に中央教育審議会から「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習
指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」が出され，さらには小学校及び中学校の学
習指導要領解説も告示された。現在，行政的にはほぼ改訂の準備が整った状態となっている。そし
て周知徹底の期間を経て小学校及び中学校では次年度から移行期間に移る。今回の指導要領の改訂
は｢資質・能力｣論を「主体的・対話的で深い学び」(アクティブ・ラーニング)という学習方法原理
で支えるという論理に依拠している。このことは後述するが，生活科においても反映される。以上
のことを前提に，ここでは改訂された学習指導要領の概略と生活科教育の課題について検討し，さ
らに筆者の担当している学習内容「地域と生活」「公共物や公共施設の利用」について考えたい。
まず最初に今回の学習指導要領の改訂についてだが，今回の改訂に至った背景について「答申」
では，これまでにもまして社会の変化が加速度的に進んでいくという設定にたつ。よく言われてい
ることではあるが，それは情報化やグローバル化など様々な変化が現代社会の中で急激に起きてい
ることが現在の状況であり，一定の予測できる姿としての将来の社会を捉えることが難しいという
ことである。しかし，そうした中でも子ども達には自立して「生きる力」を獲得する必要があるし，
あるいは生きてもらわなければならない。したがってそのためには学校教育も単に将来の決まった
世界に対する準備を行うということではなく，不確実な社会を見越して，それに対する準備が必要
であるということになる。また学校も社会の一機能であることを考えると社会との連携がこれまで
にもまして必要になってくる。そのことから，将来的に学校での教育課程は「社会にひらかれた教
育課程」にならざるを得ない。
こうした状況下で学校教育のカリキュラムは何を目的に，どのように実施されるべきなのか。現
行学習指導要領を含めてこれまで提言されていた教育の方向性の中では，子どもが学習の結果，「何
ができるようになるのか」，いわば最終の子どもの姿，目的地点が十分に明示されてこなかったと
された。これは必ずしも正確な言い方ではないが，一方で想定されていた人間像がこれまで曖昧で
あったことは確かである。すなわち，「新しい学習指導要領等には，各学校がこうした教育課程の
検討・改善や，創意工夫にあふれた指導の充実を図ることができるよう，『生きる力』とは何かを
資質・能力として具体化し，教育目標や教育内容として明示したり，教科等間のつながりがわかり
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やすくなるよう示し方を工夫したりしていくことが求められる」として

1）

今回の改訂ではその中で

子どもに身につけさせたいと考えて学習させた結果，子どもに身についた｢資質・能力｣を明示する
ことを行ったということである。
そしてそこにいう｢資質・能力｣は「何を理解しているか，何ができるか(生きて働く『知識・技能』
の習得)」，「理解していること・できることをどう使うか(未知の状況にも対応できる『思考力・
判断力・表現力』の育成)」，「どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか（学びを人
生や社会に生かそうとする『学びに向かう力・人間性等』の涵養）」，の三つの柱によって構成さ
れることになった。ただ，これらは，これまでの学習指導要領の観点に対して全く新たな見方で提
起されているのではない。これまでに主張されてきた学力の三要素，すなわち 「基礎的・基本的な
知識・技能の習得」，「これらを活用して課題を解決するための思考力・判断力・表現力」，「主
体的に学習に取り組む態度」を「加速度的に変化する社会」という今回の改訂の主旨にあわせてア
レンジしたものでもある。｢資質・能力｣をこのように明示するができなかったのは，一つには従来，
社会が予測できないという前提に立っており，明確な設定が困難であったという事情がある。今回
の「答申」にも記されているが，平成 10 年版学習指導要領以降，重視されてきた，例えば「生きる
力」，すなわち「いかに社会が変化しようと，自分で課題を見つけ，自ら学び，自ら考え，主体的
に判断し，行動し，よりよく問題を解決する資質や能力であり，また，自らを律しつつ，他人とと
もに協調し，他人を思いやる心や感動する心など豊かな人間性であり，そして，また，たくましく
生きていくための健康や体力である」という形で｢資質・能力｣の提示はあったが

2 ） ，そのことによ

って具体的には何ができるようになるのかということについての明示は不十分であったということ
になる。今回，そのような困難な課題に敢えて答える形で具体化しようとしたものである。すなわ
ち，後に述べるようにまさに情報化・グローバル化等の社会の進展，研究環境の改善を前提に「資
質・能力｣を探究し，それに基づき，ある程度確定することになったと把握することができる。
以上が，今回，学習指導要領で提示された，日本版｢資質・能力｣論の概略である。しかし，その
ままでは資質・能力一般の抽象的な把握としてのものとなってしまうため，それを今度は日本の教
育制度の実情に合わせて内容的な分類をしたものが，以下の三つになる。すなわち，教科で育成さ
れるもの，学習の基盤として育成されるもの(言語能力や情報活用能力)，現代的な諸課題に対応す
るためのもの，の三つである。
そして，それに従って生活科の場合はその中で教科で育成されるものとしての｢資質・能力｣を先
ほどの三つの観点で考えていくことになる。なお，この｢資質・能力｣は各教科の中で育成されるも
のではあるが，育成される場合，つまり子どもが学習する中でその資質を育成するに際して，“ ど
のような視点で物事を捉え，どのように思考していくのか”という，物事を捉える視点や考え方(=
「見方・考え方」)が，当然，各教科で異なることから，それらが育成される時の各教科の特徴とし
て，「見方・考え方」が設定される。これらは「資質・能力が，学習や生活の場面で道具として活
用されるものであり，資質・能力を，具体的な課題について考えたり探究したりする際に必要な手
段として捉えたものである」とされており

3 ） ，そのことを前提に「知識・技能」「思考力・判断力

・表現力」「学びに向かう力・人間性等」の３観点の生活科版が設定されることとなる。ここに来
て初めて｢資質・能力｣論から各教科で｢資質・能力｣を育成する際の「見方・考え方」という具体的
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な学習方法のイメージが設定されることになる。そのことによって各教科，独自の｢資質・能力｣論
が具体化され，その教科でどのように授業化するかということについての指針がある程度，明確に
なる。

２．学習指導要領の改訂と生活科
以上を前提に生活科においても「資質・能力｣の視点が教科の目標，学年の目標，そして各内容項
目にも反映された。例えば教科の目標は前文と「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学び
に向かう力・人間性等」の三観点から記述されており，学年の目標は活動を通して上記の三観点が
入る形に整理され，さらに内容の記述については，各内容ごとに｢資質・能力｣の三観点に沿った形
で整理・記述されている。なお，学年目標については内容との関連を考慮し，それぞれ，児童の生
活圏としての環境，体験させるべき活動，自分自身の生活や成長に関する内容の三つに合致させる
形で記述されることになった。そして，｢資質・能力｣概念と生活科の教科目標以下を結びつけるも
のとして「身近な生活に関わる見方・考え方」という視点を設定し，生活科の教科目標以下との整
合性をとった。ここでの「身近な生活に関わる見方・考え方」は「身近な人々，社会及び自然を自
分との関わりで捉え，比較，分類，関連付け，試行，予測，工夫することなどを通して，自分自身
や自分の生活について考えること」とされ

4 ） ，この観点から教科目標，学年目標，内容が整えられ

た。
このように今回の改訂を見てくると，他教科と同様，生活科については現行のカリキュラムを｢資
質・能力｣論に沿って精緻化したということに尽きる。なぜなら，今回の改訂に関して，生活科で課
題とされたことは，活動を通した思考力の具体化，生活科としての｢資質・能力｣の確定と明確化，
スタートカリキュラムの見直し，各教科とのつながり，という 5 点であった。｢資質・能力｣，思考
力の具体化の二つ以外については，表現の違いはありながら，既に平成 20 年版の学習指導要領で改
善事項として指摘されていたことであったからだ

5 ） 。すなわち，今回の改訂は学習指導要領を貫く

｢資質・能力｣論を日本版として設定し直し，それを各教科で現実化することが中心であり，生活科
についてもそのことが改訂の中心軸であったというこができる。

３．生活科における内容「地域と生活」「公共物や公共施設の利用」と単元「まちたん
けん」
さて，以上を前提にここでは筆者の担当する「地域と生活」「公共物や公共施設の利用」の内容
とそれを実施するときの課題について考えてみたい。これらはともに生活科の内容として設定され
ているが，「地域と生活」と「公共物や公共施設の利用」はそれぞれ学習対象としての性質が異な
る。学習指導要領の内容項目を見るとわかるように「地域と生活」は「家庭と生活」「学校と生活」
とともに児童の生活圏での環境を示しており，一方で，「公共物や公共施設の利用」は児童の学習
活動における手段を示している。後に触れる単元「まちたんけん」はこれら二つの学習対象が交差
するところに成立する単元として各学校では構成され，実施されている。すなわちここでは「地域」
において「公共物や公共施設の利用」を行う活動を含めた形で成立する単元「まちたんけん」を具
体的事例としてその内容を考えていきたい。
まず「地域と生活」については学習指導要領では「地域に関わる活動を通して，地域の場所やそ
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こで生活したり働いたりしている人々について考えることができ，自分たちの生活は様々な人や場
所と関わっていることが分かり，それらに親しみや愛着をもち，適切に接したり安全に生活したり
しようとする」とされ

6 ） ，児童の地域生活の中で人との関わりを通して地域を自らの思考の中に位

置づけることを狙いとしている。そして一方で「公共物や公共施設の利用」については「公共物や
公共施設を利用する活動を通して，それらのよさを感じたり働きを捉えたりすることができ，身の
回りにはみんなで使うものがあることやそれらを支えている人々がいることなどが分かるととも
に，それらを大切にし，安全に気を付けて正しく利用しようとする」とあって

7）

，公共物や公共施

設を利用することでそれらの施設の意味を自らの生活との関連で理解し，それらに対する積極的な
利用の意識を持たせることを狙いとしている。
この二つの内容が重なる形で設定されているのが先記した 2 年生で行われる「まちたんけん」で
ある

8 ） 。「まちたんけん」は町を実際に児童達が探検することによって，そこに様々な人々，しか

も自分たちの生活と密接に関連している人々が存在し，活動していることを認識し，それらの人々
に自らも積極的に関わる意識と，「まち」の中で生活していく上でのルールを考えさせることを狙
いとして行われる。すなわち，そこでは「まち」に対する理解とそれに対して関わろうとする肯定
的意識，さらにはその際にルールとしての意味の理解の三点が狙いとされていることになる。
それでは各学校では，どのように実施されているのか。一般的には，夏休み前に「まち」の探検
について大まかな視点を決めて，実施し，様々な人々(主として働いている人々，しかも自分たちの
生活との関わりの中で)の存在を肯定的に認識する。そして，二学期以降，もう一度，今度は視点を
絞り，「まち」の施設やお店等，住んでいる「まち」を構成している社会的な要素に関わって，自
らの生活との関わりを深めていく方法をとる

9 ） 。いわば，前半では自らの「まち」に対する概略の

把握と視点の決定，後半は「まち」の機能を児童の生活を中心に，それらの施設等と具体的に関わ
る中で理解する，という方法をとる。そしてその際に対象が公共施設であれば，その意味とルール
を，また対象が公共施設ではない場合でも関わる活動の中で「まち」のルール(=広い意味での公共
心)を育成することを狙いとすることになる。

４．内容「地域と生活」「公共物と公共施設の利用」と単元「まちたんけん」の課題
「まちたんけん」は以上のような，位置づけになるわけであるが，この時に課題として考えるべ
きことを最後に２点指摘しておきたい。第一には「まちたんけん」における前半と後半とのつなが
りの困難さである。前半の探検は，まだ十分，理解できていない「まち」(＝身近な地域)に対して
探検活動を行い，後半にはそれらを焦点化して例えば公共物，公共施設を探検する(＝見学）を行う
場合が多いが，例えば，途中に夏季休業を挟むことにより，その間の興味の持続が難しい場合があ
る。またそれに加えて学習対象として前半の地域の探検から内容的に後半の施設等の探検にスムー
ズに結びつけることができるかどうかという問題がある。例えばせっかく前半で地域探検を行い，
ある施設に興味を持った場合でも，夏季休業を挟んで興味が薄れてしまうこともあるし，時にはそ
こが授業の進行上，適切な見学対象にならない場合もある。これは一方では，学校側の準備の課題
でもあるが，そうなってしまうと前半と後半のつながりが十分に考慮されないままに，単にその時
の興味によって後半の探検場所を選択せざるを得なくなることがある。そうなると生活科の狙いと
する活動を行いながら自らとの関わりを深めていくという形をとることは難しくなろう。これにつ
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いては，やはり，児童に対する事前のリサーチと地域で見学対象に対する施設の検討に十分な時間
をかけた上で計画を立てるほかないと思われる。
そして第二に「まちたんけん」の単元と 3 年の「社会科」の冒頭に行われる「地域学習」との関
係である。社会科の 3 年の冒頭では「(1) 身近な地域や市区町村（以下第２章第２節において「市」
という。）の様子について，学習の問題を追究・解決する活動を通して，次の事項を身に付けるこ
とができるよう指導する」とあり

10 ）

，一般的には冒頭では児童達の生活する学校の周辺の探検か

ら始まる。すなわち「実際の指導に当たっては，生活科での学習経験を生かし，小高い山や校舎の
屋上など高いところから身近な地域の景観を展望したり，地理的に見て特徴のある場所や主な公共
施設などを観察・調査したりする活動が考えられる。そうした活動からつなげて，地図や写真など
を活用して，市全体の様子へ視野を広げるようにすることが大切である。」とある

11 ） 。すなわち，

生活科 2 年の「まちたんけん」と社会科の最初に行われる「地域学習」の冒頭は形態上，極めて似
た形を取ることになる。その場合に単純に生活科で行ったものを繰り返すだけでは意味が無くなる。
生活科では「公共物や公共施設を利用する活動とは，身の回りのものや地域の施設の中から，みん
なのものやみんなで使う施設等を実際に使ってみたり，そこにあるものやそこにいる人々と関わっ
たりすることである」し，また「実際に公共物や公共施設を利用することでそれらのよさを実感し，
役割や機能を自分や自分の生活とつなげて捉えることである」とあるようにあくまでも自分の生活
との関係で町の施設の意味を認識することが狙いであり

12 ） ，「地理的環境と人々の生活」につい

ての認識を狙ったものではない。これらは 3 年の社会科の冒頭の単元を実施するときに，当然，配
慮すべきことではあるが，生活科の「まちたんけん」の実施においても十分にそのことに対する理
解が必要である。

５．おわりに
以上，今回の学習指導要領の改訂における学習内容「地域」「公共物や公共施設の利用」とその
交差上にある単元「まちたんけん」について，その位置づけと実施上の課題について検討した。生
活科は他の教科と異なり，学習内容と学習活動が児童自身と密接な関係で繋がっており，それが故
に幼児教育と学校教育をつなぐことのできる要としての役割を持っている。今回の改訂はこのこと
を前提にこれまでの生活科の実践を深めることを前提として行われたものであると筆者は考えてい
る。ここで検討した「まちたんけん」のみならず全ての単元でこのことを前提に次年度より実施し
ていく必要がある。

注
１） 「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等
について（答申）」 (2016),p.19．

２）中央教育審議会「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について（第一次答申）」「第 3 部
際化,情報化,科学技術の発展等社会の変化に対応する教育の在り方」「第 1 章

社会の変化に対

応する教育の在り方」(1996)．
３）中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審
議のまとめ」第 1 章の 5「何ができるようになるか －育成を目指す資質・能力－」(2016),p.33．
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４）１）「答申」,p.157．
５）これらの中で「活動を通した思考力の具体化」については，生活科の前提である活動を通した
思考の重要性としてしばしば指摘されているし，平成 20 年版では「思考と表現の一体化」という
文言で示さされていた。また「スタートカリキュラムの見直し」，「各教科とのつながり」につ
いては「小学校における教科学習への円滑な接続のための指導を一層充実するとともに，幼児教
育との連携を図り，異年齢での教育活動を一層推進する」として既に指摘されていたことでもあ
る(中央教育審議会「幼稚園,小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及
び必要な方策等について（答申）」(1998)，pp.93-94．
６）文部科学省「小学校学習指導要領解説

生活編」(2017),p.32．

７）同上，p.35．
８）ここでは，通例に従って「まちたんけん」と称した。ここでの「まち」とは自らの生活圏とし
ての地域というほどの意味である。
９）例えば，教科書会社の提示している指導計画を見ても，「どきどきわくわく
(9

時間

なかよし
導計画

4 月後半-6 月前半)，「みんなでつかう
まちたんけん」(12 時間

まちのしせつ」(6 時間

まちたんけん」

10 月)「もっと

10 月後半-11 月後半)＜以上，東京書籍

平成 27 年度用指

案＞，https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/shou/keikaku/seikatsu.htm(2017 年 12 月 8 日閲覧)､

「春の 町で はっけん」(12 時間
＜以上，大日本図書

6 月)，「わたしの 町 はっけん」(32 時間

10 月-11 月)

平成 27 年度版指導計画 ＞dainippon-tosho. co.jp/contents/ebook/js_textbook27/

(2017 年 12 月 8 日閲覧)となっており，大部分の公立小学校ではこの様な進め方をしているもの
と考えられる。
10）文部科学省「小学校学習指導要領

社会編」(2017),p.31．

11）同上「解説」(2017),p.37．
12）６）,p.35．
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第５章 学校，家庭及び地域の生活に関する内容（２）
身近な人々，社会および自然と関わる活動に関する内容②
▪自然
上栗伸一・郡司晴元・伊藤孝

１．はじめに
現行の小学校学習指導要領解説（平成 29 年 6 月告示）によると，生活科の目標は「具体
的な活動や体験を通して，身近な生活に関わる見方・考え方を生かし，自立し生活を豊か
にしていくための資質・能力を育成すること」である。具体的には「（１）活動や体験の過
程において，自分自身，身近な人々，社会および自然の特徴やよさ，それらの関わり等に
気づくとともに，生活上必要な習慣や技能を身につけるようにする，
（２）身近な人々，社
会及び自然を自分との関わりで捉え，自分自身や自分の生活について考え，表現すること
ができるようにする，
（３）身近な人々，社会および自然に自ら働きかけ，意欲や自信をも
って学んだり生活を豊かにしたりしようとする態度を養う」ことである。各学年の目標お
よび内容においては，
「学校」
，
「家庭」
，
「地域」
，
「身近」，
「人々」，
「社会」
，
「自然」，
「体験」，
「関わり」，
「触れ合う」，
「見つめる」などがキーワードとなっている。そのため，実際に
授業の一環で自然観察・自然遊びを行う場合，その場所として「校庭」，「公園」，
「河川敷
（川原）」などが各社教科書では採用されている（例えば，滝沢ほか 2010）
。茨城大学教育
学部が開講している生活科対応の授業「生活科内容研究」の自然分野では，公園や河川敷
において自然観察・自然遊びの実践を行っている。ここで言う自然遊びとは，自然の事物
を対象・利用した遊びを意味している。ここでは，自然分野の授業実施内容について説明
する。また，学生が生活科と理科をどのように位置付けているのか，現状把握を行うため
にアンケート調査を実施したのでその結果を報告する。

２．野外活動
受講生に対しては，自然分野の授業を受講するにあたり，
・本授業の受講生は，実際に小学校の教員である。
・勤務する小学校の生活科の授業で，公園や河川敷において自然観察・自然遊びを実施す
る計画があり，今回はその下見にあたる。
という仮定をもとに，本授業を実施することにしている。自然分野３コマのうち１コマは
教室における講義および演習であり，生活科の自然分野に関する解説，班分け，班活動な
どを行う。残り２コマは週末を活用して，公園や河川敷における自然観察。自然遊び実践，

- 28 -

および教室での議論とまとめである。以下は野外活動に関する概略である。

（１）自然分野の野外活動
まず，朝の集合後に，当日の課題が記されたプリントを配布し，それに沿って実施する
自然観察・自然遊び，安全に対する配慮に関する野外実習の説明を行う。次に，大学から
公園や河川敷に移動し，約１時間半のあいだ，課題に従い班単位で公園（河川敷）を実際
に歩き回り，観察を行う。それと並行し，数班ごとに時間を設定して，ネイチャーゲーム
を行う。ここで実施しているのは「私の木」と「コウモリとガ」である。
昼食時に食事・休憩を取ったのち，先の教室における講義および演習の時間に班ごとに
企画を立てた自然遊びを実施する。複数の半合同で遊びを実施しているケースがほとんど
である。また，遊びの多くは公園（河川敷）の地形的な起伏および茂みなどを活用した缶
蹴りやケードロである。他には次のような遊びがあった：かくれんぼ，かげおに，影踏み，
陣取り，リレー，宝探し，植物集めゲーム，フォトラリー，木すもう，葉っぱ当てゲーム，
ウォークラリー，フィールドビンゴ，素材ゲーム，ぐるぐる鬼ごっこなど。自然遊びの時
間はおよそ１時間半で，そのあいだ様々な遊びを実施させる。自然遊びが終わったのちに，
再び教室へ集合し，公園（河川敷）内での観察の時点では記入できなかった分の課題につ
いて取り組ませる。

（２）活動場所について
「生活科内容研究」の自然分野では，A グループと B グループにそれぞれ 100 名程度に分
かれて野外活動を実施する。活動場所はいずれも大学周辺であり，A グループは堀原運動
公園，B グループは那珂川河川敷である。
堀原運動公園は茨城県水戸市堀原にある。武道館と野球場を併せ持つ茨城県有数の運
動公園である。
この公園は昭和 25 年に建設着工され，徐々に設備の充実がはかられてきた。
面積は 125,429 平方 m である。公園は周囲を一般道で取り囲まれており，自動車で入園で
きる場所が１ヶ所，徒歩・自転車で入園できる場所が６ケ所存在している。園内に大きな
グラウンドが２つ，野球場が１つ，中央には武道館が配されている。また芝生の広場，様々
な遊具，ジョギングコースも設定されている。園内の車の通行・駐車ができるスペースは
制限されており，およそ公園の東半分の領域に限られる。
那珂川は栃木県北部那須郡那須町の那須岳山麓を源流とし，茨城県を南東に流れてひた
ちなか市と大洗町の境界付近で太平洋に注ぐ一級河川である。那須岳から那珂川水遊園付
近までが上流，水遊園から城里町役場付近までが中流，そこから太平洋に注ぐまでが下流
となっている。
「生活科内容研究」B グループは，那珂川下流域にあたる水戸市ちとせ町の
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河川敷（ちとせ市民運動場付近）で，野外実習を実施する。河岸段丘や蛇行河川のつくる
地形を観察しながら，大学から徒歩で現地へ向かうことができる。実習を行う河川敷には，
芝生の広場があり，その隣には「ちとせ市民運動場」が設置されている。堤防を降りて橋
の下を通れば，那珂川の流れる様子を観察することができる。市民球場は予約が必要であ
り，休日には野球の練習が行われている場合がある。受講生は芝生の広場で，草花や昆虫
の観察を行ったり，凧揚げをしたり，川岸で水切りをしたり，伝統的な自然遊びを体験す
ることができる。

３．ネイチャーゲーム
ネイチャーゲームは 1979 年に米国のナチュラリストであるジョセフ・コーネル氏が発表
した活動である。ひとりひとりが持つ様々な感覚を使って自然を直接体験し，自然への気
づきを得ることを目的としている。そしてその気づきを周囲の人とわかちあうことを大切
にしている。それは自分と関わる身近な環境への気づきや体験活動を重視している生活科
と重なるところがあるといえるだろう。
先述の「班ごとに企画を立てた自然遊び」の中に「フィールドビンゴ」という文言が見
られる。この文言からだけでは学生の企画のすべてを読み取ることはできないけれども，
おそらくネイチャーゲームのフィールドビンゴを意図していたのではないかと推察する。
フィールドビンゴはネイチャーゲームの代表的なアクティビティであり，よく似たカー
ド・活動が掲載された生活科の教科書もあった。件の学生が生活科の中で体験したのか，
別の場で体験したのかはわからない。しかし，それぐらい知られていて，生活科との結び
つきが学生にも感じられるということがここからも想像できる。
茨城県では新採教員の夏の研修講座にネイチャーゲームの時間が設定されることが多い。
本学部では本稿で紹介した生活科内容研究のほかにも環境教育の授業でも取り入れている。
さらに，公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会（旧：社団法人日本ネイチャーゲ
ーム協会）が行っているリーダー養成講座も学内で開催し，自然体験からふりかえり・わ
かちあいを大切にして指導できる指導者をめざすオプションも用意している。

４．アンケート調査内容とその結果
平成２９年度の茨城大学教育学部で実施された「生活科内容研究（自然編）」B グループ
において，教室で事前指導を行った際に，出席者 64 名にアンケートを実施した。そのアン
ケート内容と結果を以下に記述する（学生の記述そのものを転記する）。
問１．生活科（自然編）とはどのような授業ですか？
・身の回りに存在する生物・環境について学ぶ授業。
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・自然の大切さや役割について考える。
・地域のことを学ぶ。
・社会の中で生きていくための教養を身につけるため。
・他教科に対してネットワークのハブ的役割を果たす。
・３年生からの理科の前段階にあたる授業。
・社会的要素と理科的要素の融合科目。
・体験を通して学ぶ楽しい授業。
・自然への愛情を育てる授業。
・自然とふれあい，興味・関心・疑問を持たせる授業。
・生活する上で必要な能力を身につける授業。
問２．理科とはどのような授業ですか？
・動植物について身近な生物から周りにないものまで，その存在理由や成長過程，理由な
どについて詳しく学ぶ授業。
・科学的な実験や記号を学ぶ授業。
・自然現象について知るだけではなく，どうして起こるのかという原因を学ぶ。
・自然について調べる。
・物体を観察し，事象を発見する。その発見を客観的に見て正しいことかどうか試す必要
がある。
・自然の事物・現象について考え，科学的な見方や考え方を養う。
・自然現象や科学的なことの理論を学ぶ。
・問題解決能力と自然に対する愛情を育て，科学的な見方や考え方を養う授業。
・自然現象がなぜ，どのように起きているのかを学ぶ。
・自然現象について実践する授業。
・生活科の中で自然と親しむことにより生まれた児童の疑問などを自ら解決できる能力を
育てる授業。
・生活科の内容についてその原因や実験を学び，専門性を高めるもの。
・物理的な分野や化学的な分野では実験をして法則をまとめ，生物学的な分野や地学的な
分野では，顕微鏡などを使って観察したりスケッチをしたりする。
・実験と観察から結果，考察を導き出す。
・化学，生物，物理，地学などの分野があり，理科としての専門的な要素が強い授業。
問３．生活科（自然編）と理科は，どのような繋がりがありますか？（どのような違いが
ありますか？）
・身の回りの生物について取り扱う点では似ているが，何が存在し，どのように成長する
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のかを概略的に学ぶ生活科に対し，理科はより専門的にその原因を学ぶことにまで重きを
置く。
・生活科では自然を見たまま知識にするまでで終わりだが，理科では現象の原因や観察し
た生物などの詳しい構造についても学ぶ。
・生物を観察し，事象を発見することが共通している。しかし，生活科は主観的な意見で
も良いが，理科は客観的に見て正しいとされることを証明しなければならない違いがある。
・生活科は社会で生きていくための教養を学び，自立する能力を高め，自然と自分との関
わりに興味を持たせる。理科は科学的な見方を学び，問題解決能力や自然に親しむ心を持
たせる。
・生活科は，身近で体験しながら学習するが，理科は，理論を学び学問として学ぶ。
・理科は生活科と異なり，必ずしも実生活の中で用いるとは限らないものを扱っているこ
とも多いが，生活科はあくまで直接体験の場を設けることを前提とした授業である。
・生活科で学んだことを理科で学ぶ。
・生活科の中で得た関心や気づき，または疑問を思考錯誤を繰り返し，問題解決を図る教
科。
・生活科で学んだことを基に理科の学習は進められる。
・生活科（自然編）では，自然と触れ合うことを目的としているが，理科は生活科で触れ
合った自然を論理的な学んでいく。
・生活科では身近なことがらについて学んだあと，理科ではその視野を広げたり発展させ
たりして物事を学んだりする。
・理科を学ぶ前の初歩であり，内容の深さが違うと思う。
・生活科には実験がないが，理科には実験がある。
・理屈を並び立てるのが理科。
問４．あなたが小学校低学年のとき，生活科（自然編）でどのような授業を受けましたか？
・アサガオやミニトマトを育てたり，ウサギやニワトリの観察をした。
・公園に行って，虫をつかまえた。
・街探検。
・どんぐりを拾う。
・松ぼっくりを永遠に拾い続ける授業
・学校の周りを探検したり，ザリガニをつかまえたりした。
・川魚を観察した。
・メダカを飼育した。
・小学校付近の公園や河川敷にいる虫や魚をつかまえて，学校で世話をする。
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・校庭に何があるか書き出す。
・保和苑に年４回行った。
・地域の人たちと遊んだ。
問５．その授業は，どのような学習のねらいがあったと思いますか？
・小さな生き物も一生懸命生きているということを知るため。
・公園という場所に親しむこと。
・自分たちの住んでいる所について知る。
・何かを育てることの楽しさを学ぶ。
・松ぼっくりを愛する心を育てるため。
・絵日記をつけることによって文章能力や美術的能力を高める。
・自分の住んでいる地域の愛着心を育てるため。
・食べ物や動物を育てることで，命の大切さを教える。
・命があるのは人間だけではないことを伝えたかったのだと思う。
・生き物と触れ合うことで自然に対する思いやりを芽生えさせる。
・植物が育つ様子を通して，自分も成長していくことを理解させる。
・植物を大切にしてほしい。
・トマトを食べられることに感謝する気持ちを育てるねらいがあるのでは。
・生物に対しての愛情を育む。
・身近な場所や植物・動物への興味関心を育てる。
・自然にはどんな危険があるのかを知ってもらう。
・自然に触れることで喜びを友だちと共有したりすることができる。
・植物がどのように育っていくのかという興味を持たせ，それを観察することで自然への
愛情を育てる。
・自然に愛着を持たせる。
問６．あなたが小学校低学年の担任になった際，生活科（自然編）でどのような授業を行
ってみたいですか？
・トマトを育てる。
・公園で木の枝や石を拾ってきて，作品を作る。
・どんぐりを永遠に拾い続ける授業。
・学校の周りにある自然とふれあい，見つけた植物や動物などを調べ，模造紙にまとめて，
グループごとに発表させる授業。
・プチトマトやナスなど食べられる植物の栽培。
・草花を集めて押し花にしたい。
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・公園に行って虫や花を観察して，人間以外の生き物にも興味をもたせて，命の大切さや
自然の大切さを教えたい。
・自然であれば何でもいい。
・川に行き，水中で生きる生き物を見つける。
・校庭にはどんな生き物たちがすんでいるのか調べよう。
・近所の公園で生き物を探す。
・雑草の観察。
・ザリガニつり，たこあげ。
・私の地元は田舎だったので，自然体験しかできなかったので，お金がかかっても市街地
に出て，街探検をさせたい。
・いろんな花や植物のあるところに行って，いくつかスケッチ・観察をさせ，自分が１番
好きなものを選んでもらい，発表する授業をさせたい。

５．今後の課題とまとめ
前述したように 現行の小学校学習指導要領解説（平成 29 年 6 月告示）によると，生活
科の目標は「具体的な活動や体験を通して，身近な生活に関わる見方・考え方を生かし，
自立し生活を豊かにしていくための資質・能力を育成すること」である。また小学校理科
の目標は「自然に親しみ，見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を行うこと
などを通して，自然の事物・現象についての問題を科学的に解決するために必要な資質・
能力を育成すること」である。そのためには，自然の事物・現象に活動や体験を通して働
きかけ，そこから問題の設定，予想や仮説の設定，検証計画の立案，観察・実験の実施，
結果の処理，考察・結論といった過程を経ることで，問題を解決する能力を育成する必要
がある，とある。したがって生活科（自然編）は，小学校３学年以降に受講する理科の学
びの，入り口にあたる教科である。学生は「生活科内容研究」で自然分野の授業を受ける
前に，すでに生活科と他教科の共通点や相違点について学習している。そのため，アンケ
ートの問１から問３に見られるように，多くの学生は生活科と他教科の共通点や相違点に
ついて理解しているようにみえる。しかし小学生時代に生活科で行われた授業のねらいを
尋ねたところ（問５）
，
「自然への愛情を育てるための授業」
，のように学びに向かう力・人
間性に関する回答を記述した学生が大多数であった。回答者数の１割弱の学生が「自然に
対する興味関心を育てる」と答えたものの，生活科で扱われた内容が具体的に小学校理科
で学習する内容とどのように結びついているのか，を回答した学生は皆無であった。この
ことから生活科と他教科の共通点や相違点について，表面的な理解しかできていない，と
思われる。今後の「生活科内容研究」では生活科と他教科の共通点や相違点について学生
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にしっかり理解させることによって，学生が小学校教員になった際に「生活科では何をし
ていいのか分からない」
（現場の先生からよく受ける相談）と悩むことなく，自信を持って
授業できるよう育成したい。

引用文献
滝沢ほか 15 名．2010．
『たのしいせいかつ上−なかよし−』
（大日本図書）
，135．
滝沢ほか 15 名．2010．
『たのしいせいかつ下−はっけん−』
（大日本図書）
，133．

参考文献
社団法人日本ネイチャーゲーム協会・体験型環境教育研究会．2007．
『小学校の授業に生き
るネイチャーゲームスタート編』（株式会社ネイチャーゲーム研究所）
，120．
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第６章 学校，家庭及び地域の生活に関する内容（２）
身近な人々，社会及び自然と関わる活動に関する内容③
▪造形活動（教材研究指導実践例）
向野康江

はじめに
『平成 29 年新学習指導要領』における「生活」と「図画工作」の全体目標に鑑みて，具体的な活
動や体験を通して，身近な生活に関わる見方・考え方を生かし，自立し生活を豊かにしていくため
の資質・能力を育成すること，表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な見方・考え方を働かせ，生
活や社会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を育成することが，どのように結くことが望
ましいのか考えたとき，
「身近な人々，社会及び自然との関わる造形活動」というテーマがふさわし
い。では実際，どのような学習活動なのか，その実践例を示しておきたい。

１．
「めいし（名刺）づくり」の指導実践例
生活科が初めて設定されたとき，自分で名刺をつくって相互に交換し合う，という教材はすでに
考案されていた。よって，名刺づくりはオリジナルの教材ではない。されど，造形活動として，
豊かな造形能力を育成しながら名刺を作らせる実践余地は残されたままである。そこで本稿では，
「身近な人々，社会及び自然との関わる造形活動」という観点で学習要素を分析しながら，その実
践例を紹介したい。本学教員養成課程の学生 2 年生を対象に，①名刺の意義②名刺に表記す要素③
発達段階上の問題，の 3 点について考えさせる。
（１）身近な人々，社会に関わる要素
社会において自分の存在を他者に知ってもらうのは，まず名刺交換から始まる。現在では，容易
にパソコン操作でオリジナルの名刺を作成できる。情報教育の一環として名刺づくりは有効であろ
うが，生活科では手作りによる心のこもった名刺を作ることを前提にする。相手がもらって嬉しく
なる名刺を作ることを条件に設定すれば，マイナスのシンプトムは概ね防止できる。
①については，
学生は容易に理解できる。
名刺交換が社会的行為であることは明白だからである。
しかし「身近な人々」となると，身近な人々にわざわざ名刺を差し出す必要があるか否かを考える。
そこで，発想の転換を図る。
「これから身近になってくれる人，友だちになってくれそうな人，友
だちになりたい人」に名刺を渡すことを認識させる。次のようなプレートを見せる。

だれにめいしを

わたしのことを

よし，もらってうれし

わたそうかな？

しってもらおう！

いめいしをつくろう！

②については，所属（小学校名，学年組）
，名前（漢字の場合はふりがな付き，あるいはひらがな）
，
学校の住所，自分について知ってもらいたいこと（好きなもの，趣味，得意なこと等）を提案させ
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る。この時点ではスポーツ，アニメ，ゲームのことなどが予想される。
（２）自然と関わる要素
名刺を実際につくるときに，もう一つ要素を加えておくのは，自然と関わる要素である。単なる
名刺の形は縦 55 ミリ×横 91 ミリの長方形である。その長方形に自然のもの（花，樹木，動物，無
形物を含む）を描かせる方法もある。下記，写真１，２，３はその例である。

写真 2：内側。学生作品

写真１：表。学生作品

写真３：表。学生作品

しかしながら，さらなる指導工夫として，長方形のままではなく，葉の形，花の形，山の形など
自然の形をした名刺に切り取るという方法もある。

２．名刺づくりの実践
（１）名刺の大きさ
③については，学生たちはまだ教育実習も経験していないので，小学生低学年の文字の大きさの
実態を知らない。通常の名刺の大きさに小さい字で書くことはできない発達段階にあることを認識
させる。最小 1.5 センチマス程度の大きさで字を書くことを認識させておく。であれば，当然おお
きさは通常の名刺の 2 倍，3 倍となる。ただし，2 倍，3 倍の大きさの名刺を通常の名刺入れ，定期
券入れに収めるためには，どのような工夫が必要か考えさせる。

Ａ

91 ミリ×２

55 ミリ

Ｂ
折
れ
線

91 ミリ

55 ミリ×２
折れ線

仮に2倍の大きさの名刺を作らせるならば，図Ａと図Ｂのいずれ
を選んでもよい。これを，どのようにして「自然」の要素と関わる
造形活動にするのか，ということを考えなければならない。
（２）葉っぱの形を描く
次に，名刺の大きさ内に収まる大きさの葉っぱを探す。教室を出て落ち葉を拾うならば，季節的
に秋か初冬がよい。様々な落ち葉が拾いやすいからである。本稿を執筆するにあたって，次のよう
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な落ち葉を拾いに構内を歩いてみた。次の写真４，５，６はその例である。

写真 4：椿の葉

写真 5：ヒマラヤスギの
松ぼっくり

写真６：イチョウの葉

これらから1枚を選び，1枚全体もしくは二つ折りした名刺の紙に描く。下記の写真７，８はその
時の様子である。写真7では大まかに形をとり，名刺用紙画面いっぱいを使用して木の葉を描き映
している。写真８は，二つ折りにして左右対称になるように，はさみで形を切っている場面であ
る。ただしこのやり方では，十字に折れ跡がつくのが難点である。つまり，シンメトリーの形では
なく，一葉の形そのままに描き映したほうがよい場合もある。

写真７：鉛筆で明確にふちどりする

写真８：はさみで余白を切り落とす

写真 10：所属（この場合は大学名，選修名）
，名前，
写真９：葉っぱ形の名刺の土台がで
きる

所属学校の住所，趣味，特技を黒サインペン
で書きこんでいる。
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写真 12
写真 11

写真 11 は，表側の枯葉の色を色鉛筆で塗色して
いる作業中の場面である。写真 12 は，内側の図で
ある。虫が食べたくなるほど青々とした状態のとき
の葉を再現したかったらしい。同時に，開いたとき
のイメイージの違いによって味わってほしかった
という。緑の葉脈が多少淡いほうがよく字が見える

写真 13

ことを他者に指摘されていた。

イチョウの例

写真 14：イチョウの葉を見ながら形成
写真 15：内側に内容を書き込む

写真 16：蝶を想起したため形を追加

写真 17：折るとイチョウになる
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３．学習目標と学習評価
安彦忠彦氏によれば，評価観点すなわち評価規準・基準は，今後「学校教育法の三要素」との関
係を一層明確にし，現行の４観点から「知識・技能」
「思考・判断・表現」
「主体的な学習態度」の
3 観点へ整理されることから，今回の名刺づくりには，どのような評価観点表が成立するのか定め
ておく必要がある。ただし，
「論点整理」による「三つ目の柱」の三つ目「学びに向かう力，人間
性等」の中の「感性や思いやり等については，三つ目の観点の評価の対象外とすべきである」とい
う。安彦氏は，この点について曖昧さが残ることを指摘している。
「感性や思いやり」を評価の対
象から除外する考え自体，感性や思いやりは教育によって育成されない見地に立つものである。こ
の点は別稿で論ずることとして，今回の教材研究の名刺づくりでの学習目標は，㊀たくさんつくる
㊁丁寧につくる ㊂自然を取り入れた名刺をつくる ㊃もらって嬉しいユニークな名刺をつくる，
いう学習目標が設定できる。ただし㊃は評価の対象外となるのであろうか。

まとめ
最終的に，いかなる用意する材料や用具を確認して本教材研究は終了となる。教師が用意する材
料・用具は，参考作品，発達段階に応じた大きさの画用紙である。学習者が持参するものは，色鉛
筆，カラーペン，はさみ，のり等である。ただし，学校内で収集した植物を採取し，それを活用し
て名刺を作ることを，教師は課題の条件として設定する方が好ましい。
「身近な人々，社会及び自然
との関わる造形活動」を成立させ，自立し生活を豊かにしていくための資質・能力を育成すること
に近づくのではなかろうか。さらに，造形的な見方・考え方を働かせて生活や社会の中の形や色な
どと豊かに関わる資質・能力が育成されると，学習者が成長するとともに，次の写真 18 のような
ユニークな作品もつくることができるようになるのではなかろうか。

写真 18－２：よく工夫されている作品で
写真 18－１：ホップアップの学生作品

ある

参考・協力者
参考作品製作協力者：山田秀平（茨城大学教育学研究科大学院生）
安彦忠彦「新学習指導要領の趣旨と授業づくり」
（2017 年 11 月 23 日講演会，於：茨城大学附属中
学校）
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第７章 学校，家庭及び地域の生活に関する内容（２）
身近な人々,社会及び自然と関わる活動に関する内容④
▪飼育・栽培
大西 有

１．指導のねらい
（１）小学校生活科学習指導要領1)上の記述
(7)①動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して，②それらの育つ場所，変化や
成長の様子に関心をもって働きかけることができ，③それらは生命をもっていること
や成長していることに気付くとともに，④生き物への親しみをもち，大切にしようと
する。

（①～④の数字及び下線は筆者）

（２） 関連する小学校生活科学習指導要領解説2)の記述
①動物を飼ったり植物を育てたりする活動
動物を飼育したり，植物を栽培したりする中で，動植物の成長の様子を見守ったり，動植
物と触れ合い，関わり合ったりすること。
②それらの育つ場所，変化や成長の様子に関心をもって働きかける
動植物が育つ中でどのように変化し成長していくのか，どのような環境で育っていくのか
について興味や関心をもって，動植物に心を寄せ，よりよい成長を願って行為すること。
③それらは生命をもっていることや成長していることに気付く
動植物の飼育・栽培を行う中で，動植物が変化し成長していることに気付き，生命をもっ
ていることやその大切さに気付くこと。
④生き物への親しみをもち，大切にしようとする
生き物に心を寄せ，愛着をもって接するとともに，生命あるものとして世話しようとする
こと。

２．栽培・飼育活動の意義
（１）①動物を飼ったり植物を育てたりする活動
長期にわたる飼育・栽培の過程では，自ら関わっていくことで，児童の感性が揺さぶられる
場面が数多く生まれてくる。しかし，児童を取り巻く自然環境や社会環境の変化によって，日
常生活の中で自然や生命と触れ合い，関わり合う機会は乏しくなってきている。このような現
状を踏まえ，生き物への親しみをもち，生命の尊さを実感するために，継続的な飼育・栽培を
行うことには大きな意義がある。
動物を飼うことは，その動物のもつ特徴的な動きや動物の生命に直接触れる体験となる。ま
た，植物を育てることは，植物の日々の成長や変化，実りが児童に生命の営みを実感させる。
動物を飼うことも植物を育てることも，継続的に世話し繰り返し関わる過程で，生命あるもの
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を大切にする心を育む価値ある体験となり，そのことが生命の尊さを実感することにつながる。
（２）②それらの育つ場所，変化や成長の様子に関心をもって働きかける
飼育・栽培の過程において児童は「もっと元気に育ってほしい」「もっと上手に育てたい」
という願いをもつ。そして，その願いを実現するために，動物本来の生育環境や土，水，日照
肥料といった植物の生育条件に目を向けるようになる。そして,動物や植物に直接働きかける
中で児童は，「違いがあるぞ」と変化や成長の様子を比べたり，「多分そうだろう」と予想し
て見通しを立てたり，「どうしてほしいのかな」と動植物の立場に立って考えたりするように
なる。
また，自らの働きかけに対して「どうだったかな」と反応や結果を考えたり，継続してきた
活動を振り返って「だからそうなんだ」と自分とつなげて考えたりするようになる。
（３）③それらは生命をもっていることや成長していることに気付く
動植物の特徴，育つ場所，世話の仕方，変化や成長の様子に気付くことはもちろん，それら
と自分との関わりに気付いたり，自分自身の世話の仕方や世話してきた心持ちの変容などに気
付いたりする。
この内容をより充実させていくに当たっては，毎日の学校生活の様々な場面に飼育・栽培活
動を位置付けるようにする。例えば，児童の生活場面での動きを考えて，登校してきた児童が
朝一番にアサガオを見ることができるように，アサガオの鉢を児童の玄関に並べたり,休み時
間に動植物の世話をしたりするなど，生活科を中心に一日の学校生活を設計することによって，
生活科の活動を日々の学校生活に取り入れることも考えられる。
なお,飼育や栽培の過程では，新しい生命の誕生や突然の死や病気など，身をもって生命の尊
さを感じる出来事に直面することもある。成長することのすばらしさや尊さ，死んだり枯れた
り病気になったりしたときの悲しさやつらさ，恐ろしさは，児童の成長に必要な体験である。
動植物との関わり方を真剣に振り返り，その生命を守っていた自分の存在に児童自らが気付く
機会と捉えることが大切である。
このように,生活科の２学年間を見通した指導計画を作成し,繰り返し動植物と関わる息の
長い学習活動を設定することによって，動植物に対する親しみの気持ちが生まれ，責任感が育
ち，生命の尊さも感じることができる。また，自分本位ではなく，動植物の立場に立って考え
ることができるようになる。そこに交流したり表現したりする学習活動を加えることで気付き
の質の高まりも期待できる。
（４）④生き物への親しみをもち，大切にしようとする
生き物に繰り返し関わることで，生き物への接し方が変わってくる。活動の中で得られた喜
びや自信が「今度は，別の野菜を育ててみたいな」「家でも飼ってみたいな」と自ら生き物に
関わろうとする姿や，「元気かな。また会いたいな」「学校に行くのが楽しみだな」といった
思いにつながる。こうして児童が生活を豊かにするとともに，どんな生き物に対しても，関心
をもって働きかけようとする姿が生まれ，日々の生活の充実につながる。

３．指導上の配慮事項
（１）飼育・栽培の期間
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飼育と栽培のどちらか一方を行うのではなく，２学年間の見通しをもちながら両方を確実に
行う。
（２）飼育する動物
各学校が地域や児童の実態に応じて適切なものを取り上げる。飼育する動物としては，図13）
などの資料を参考にしながら,身近な環境に生息しているもの，児童が安心して関わることが
できるもの，えさやりや清掃など児童の手で管理ができるもの，動物の成長の様子や特徴が捉
えやすいもの，児童の夢が広がり多様な活動が生まれるものなどが考えられる。

図１ 学校における望ましい動物飼育の在り方（文部科学省委託事業 日本初等理科教育研究会 2000）

なお，全国学校飼育動物研究会では,ＨＰ上で学校における動物の飼育に関するさまざまな
情報を発信しており,具体的な飼育方法や飼育に関連する法律,伝染病の予防に関わる具体的
な方策などについての情報を常に確認しながら飼育を進めることが大切である。全国学校飼育
動物獣医師連絡協議会のＨＰ,学校飼育動物を考えるページ（管理人 中川美穂子）には,学校
における飼育が困難な動物も例示されているので参考にする。
また，公益社団法人茨城県獣医師会でも事業の中に「学校獣医師設置推進事業」を取り入れ
ており，適切な動物の選定や飼育環境の設定について相談することも可能である。
（３）栽培する植物
各学校が地域や児童の実態に応じて適切なものを取り上げる。栽培する植物としては，各種
ＨＰや中学校技術・家庭科（技術分野）の教科書等も参考にしながら,種まき，発芽，開花, 結
実の時期が適切なもの，低学年の児童でも栽培が容易なもの，植物の成長の様子や特徴が捉え
やすいもの，確かな実りを実感でき満足感や成就感を得られるものなどの観点を考慮しながら
選択することが考えられる。
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４．栽培・飼育に関わる注意事項
動物の飼育に当たっては，管理や繁殖，施設や環境などについて配慮する必要がある。休日や
長期休業中の世話なども組織的に行い，児童や教師，保護者，地域の専門家などによる連携した
取組が期待される。また，地域の自然環境や生態系の破壊につながらないように，外来生物等の
取扱いには十分配慮しなければならない。
また，活動の前後には，必ず手洗いをする習慣を付け，感染症などの病気の予防に努めること
も大切である。図24)に示すとおり,児童のアレルギーなどについても，事前に保護者に尋ねるなど
して十分な対応を考えておく必要がある。
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図 2 学校におけるアレルギー疾患対応マニュアル抜粋（兵庫県教育委員会 2017）
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５．幼稚園教育との関連
幼児期の教育は，幼稚園教育要領5）５領域の内容を遊びや生活を通して総合的に学んでいく教
育課程等に基づいて実施され，児童期の教育は，各教科等の学習内容を系統的に配列した教育課
程に基づいて実施される。このことを踏まえ,小学校に入学した子供が，幼稚園・保育所・認定こ
ども園などの遊びや生活を通した学びと育ちを基礎として，主体的に自己を発揮し，新しい学校
生活を創り出していくためのカリキュラムとして,各学校においてスタートカリキュラムが準備
され,計画的に進められている。その中で動物の飼育や植物の栽培を扱う場合には,幼稚園等にお
いてどのようなねらいのもと,どのような活動が実施されてきたのかを把握した上で適切な指導
計画を作成し,指導に当たることが大切である。
（１）ねらい
ねらいは，幼稚園教育において育みたい資質・能力を幼児の生活する姿から捉えたもので
ある。以下,領域「環境」に関わる全体のねらいを示す。
環境
〔周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり，それらを生活に取り入れていこ
うとする力を養う。〕
１ ねらい
(1) 身近な環境に親しみ，自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつ。
(2) 身近な環境に自分から関わり，発見を楽しんだり，考えたりし，それを生活に取
り入れようとする。
(3) 身近な事象を見たり，考えたり，扱ったりする中で，物の性質や数量，文字など
に対する感覚を豊かにする。

なお,このねらいについては,幼児が周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり，そ
れらを生活に取り入れていこうとする体験を積み重ねる中で,相互に関連をもちながら次第に
達成に向かうものであることに留意する必要がある。
（２）内容
内容は，ねらいを達成するために幼児が環境に関わって展開する具体的な活動を通して総合
的に指導されるものである。以下,領域「環境」に関わる全体の内容を示す。また,「幼児と作
物」に関連が深い内容に下線を示す。
２ 内容
(1) 自然に触れて生活し，その大きさ，美しさ，不思議さなどに気付く。
(2) 生活の中で，様々な物に触れ，その性質や仕組みに興味や関心をもつ。
(3) 季節により自然や人間の生活に変化のあることに気付く。
(4) 自然などの身近な事象に関心をもち，取り入れて遊ぶ。
(5) 身近な動植物に親しみをもって接し，生命の尊さに気付き，いたわったり，大切に
したりする。
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(7) 身近な物を大切にする。
(8) 身近な物や遊具に興味をもって関わり，自分なりに比べたり，関連付けたりしな
がら考えたり，試したりして工夫して遊ぶ。
(9) 日常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。
(10) 日常生活の中で簡単な標識や文字などに関心をもつ。
(11) 生活に関係の深い情報や施設などに興味や関心をもつ。
(12) 幼稚園内外の行事において国旗に親しむ。
（３）内容の取り扱い
内容の取扱いは，幼児の発達を踏まえた指導を行うに当たって留意すべき事項のことであ
る。以下,領域「環境」に関わる内容の取り扱いを示す。また,「幼児と作物」に関連が深い
内容に下線を示す。
３ 内容の取扱い
２内容の取扱いに当たっては，次の事項に留意する必要がある。
(1) 幼児が，遊びの中で周囲の環境と関わり，次第に周囲の世界に好奇心を抱き，そ
の意味や操作の仕方に関心をもち，物事の法則性に気付き，自分なりに考えること
ができるようになる過程を大切にすること。また，他の幼児の考えなどに触れて新
しい考えを生み出す喜びや楽しさを味わい，自分の考えをよりよいものにしようと
する気持ちが育つようにすること。
(2) 幼児期において自然のもつ意味は大きく，自然の大きさ，美しさ，不思議さなど
に直接触れる体験を通して，幼児の心が安らぎ，豊かな感情，好奇心，思考力，表
現力の基礎が培われることを踏まえ，幼児が自然との関わりを深めることができる
よう工夫すること。
(3) 身近な事象や動植物に対する感動を伝え合い，共感し合うことなどを通して自分
から関わろうとする意欲を育てるとともに，様々な関わり方を通してそれらに対す
る親しみや畏敬の念，生命を大切にする気持ち，公共心，探究心などが養われるよ
にすること。
(4) 文化や伝統に親しむ際には，正月や節句など我が国の伝統的な行事，国歌，唱
歌，わらべうたや我が国の伝統的な遊びに親しんだり，異なる文化に触れる活動に
親しんだりすることを通じて，社会とのつながりの意識や国際理解の意識の芽生え
などが養われるようにすること。
(5) 数量や文字などに関しては，日常生活の中で幼児自身の必要感に基づく体験を大
切にし，数量や文字などに関する興味や関心，感覚が養われるようにすること。
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，pp.14-15．
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公益社団法人茨城県獣医師会 http://www.ibajyuu.com/contents/index.html#aigo（2017年11月
24日閲覧）
全国学校飼育動物研究会 http://www.vets.ne.jp/~school/pets/（2017年11月24 日閲覧）
日本イモ類研究会 http://www.jrt.gr.jp/（2017年11月24日閲覧）
学校における望ましい動物飼育の在り方
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/06121213/001.pdf（2017年11月24日閲覧）
農林漁業体験学習ネット http://www.nou-taiken.net/index.html（2017年11月24日閲覧）
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第８章 自分自身の生活や成長に関する内容
▪家庭，健康，成長（食生活分野に着目して）
石島 恵美子

１．はじめに
昨今，子どもの生活実践力は低下し続け，
「いきる力」の育成が求められている。家庭生活にお
ける仕事の実践状況調査によると，決められたお手伝いをしている低学年の児童は 1990 年で
70.8％であったのに対し，2008 年では 40.0％となり，生活経験の乏しさが一層顕著となり問題に
なっている １）。
生活科は，1989 年改訂の学習指導要領から小学校低学年に導入された。従来の理科と社会科を
統合されたものである。具体的な活動や体験を重視した学習活動を展開し，地域の住民，社会，自
然とのかかわりに関心をもち，自分自身の生活について考え，生活上必要な習慣や技能を身につ
けて自立への基礎を養うことを目標としている。それは，小学校家庭科で目指す姿と関連が深い。
しかし，生活科は低学年，家庭科は高学年での履修であるため連携や接続が困難で，これまで効
果的な接続についての研究はほとんどない。
本稿では，生活科と家庭科との関連を明らかにし，生活科における家庭科教育の可能性を検証
する。また，子どもたちの生活実践能力低下を克服する試みとして，食生活分野に着目し，生活科
における食の生活実践力向上について考察することを目的とする。

２．生活科と小学校家庭科全領域との関連
次期小学校学習指導要領 ２）生活編における生活科の目標と内容構成の中から，小学校家庭科と
の関連を見出して行くことにする。
（１）目標について
生活科の教科目標は，
「具体的な活動や体験を通して，身近な生活に関わる見方・考え方を生
かし，自立し生活を豊かにしていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
」で
ある。一方，小学校家庭科の教科目標は，
「生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，衣食住な
どに関する実践的・体験的活動を通して，生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を次のと
おり育成することを目指す。
」である。学習対象が，生活であること，身近な人々や自然と関わ
るなど実践的で体験的な活動を通して，資質・能力の育成を目指すという点で，共通性が非常に
高いといえよう（表１）
。小・中・高等学校における家庭科教育で育成すべき資質・能力を体系
化したものを図１に示す ３）。
（２）内容構成
１）学校，家庭及び地域の生活に関する内容
生活科では，
「(2) 家庭生活に関わる活動を通して，家庭における家族のことや自分ででき
ることなどについて考えることができ，家庭での生活は互いに支え合っていることが分かり，
自分の役割を積極的に果たしたり，規則正しく健康に気を付けて生活したりしようとする。
」
と記載されている。小学校家庭科では，
「Ａ 家族・家庭生活」において，
「(1) 自分の成長と家
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表１ 生活科と小学校家庭科の次期学習指導要領における目標・学習内容対応表
生活科

小学校家庭科

具体的な活動や体験 を通して，
身近な生活

生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，

に関わる見方・考え方を生かし，自立し生活 衣食住などに関する実践的・体験的活動を
を豊か にしていくための資質・能力を次のと 通して，生活をよりよくしようと工夫する
資質・能力を次のとおり育成することを目

おり育成することを目指す。

指す。
目

(1) 活動や体験の過程において，自分自身， (1) 家族や家庭，衣食住，消費や環境などに

標

身近な人々，社会及び自然の特徴やよさ，

ついて，日常生活に必要な基礎的な理解

それらの関わり等に気付くとともに，生活

を図るとともに，それらに係る技能 を身

上必要な習慣や技能 を身に付けるように

に付けるようにする。

する。
(2) 身近な人々，社会及び自然を自分との関 (2) 日常生活 の中から問題を見いだして課
わりで捉え，自分自身や自分の生活につい

題を設定し，様々な解決方法を考え，実

て考え，表現することができるようにす

践を評価・改善し，考えたことを表現
するなど，課題を解決する力を養う。

る。

(3) 身近な人々，社会及び自然に自ら働きか (3) 家庭生活を大切にする心情 を育み，家
け，
意欲や自信をもって学んだり 生活を豊

族や地域の人々との関わり を考え，家族

か にしたりしようとする態度を養う。

の一員として，生活をよりよくしようと
工夫する実践的な態度 を養う。

〔学校，家庭及び地域の生活に関する内容〕 Ａ 家族・家庭生活
(2) 家庭生活に関わる活動 を通して，家庭に

次の(1)から(4)までの項目について，課題

おける家族のことや自分でできること な をもって，家族や地域の人々と協力し，よ
どについて考えることができ，家庭での生 りよい家庭生活に向けて考え，工夫する活
活は互いに支え合っていることが分かり， 動を通して，次の事項を身に付けることが
学 習 内 容

自分の役割を積極的に果たし たり，
規則正 できるよう指導する。
しく健康に気を付けて生活 したりしよう
(1) 自分の成長と家族・家庭生活

とする。
(3) 地域に関わる活動 を通して，地域の場所

ア 自分の成長 を自覚し，家庭生活と家族

やそこで生活したり働いたりしている

の大切さ や家庭生活が家族の協力によっ

人々について考えることができ，自分たち

て営まれていることに気付くこと。

の生活は様々な人や場所と関わっている
ことが分かり，それらに親しみや愛着をも
ち，適切に接したり安全に生活したりしよ

(2) 家庭生活と仕事
ア家庭には，家庭生活を支える仕事が
あり，互いに協力し分担 する必要がある

うとする。
〔身近な人々，社会及び自然と関わる活動に

ことや生活時間の有効な使い方について

関する内容〕

理解すること。
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(5) 身近な自然を観察したり，季節や地域の
行事 に関わったりするなどの活動を通し

イ 家庭の仕事 の計画を考え，工夫する
こと。

て，それらの違いや特徴を見付けることが
でき，自然の様子や四季の変化，季節によ

(3) 家族や地域の人々との関わり

って生活の様子が変わることに気付くと

ア次のような知識を身に付けること。

ともに，
それらを 取り入れ自分の生活を楽

(ｱ) 家族との触れ合いや団らん の大切

しく しようとする。

さについて理解すること。

(6) 身近な自然 を利用したり，身近にある物

(ｲ) 家庭生活は地域の人々との関わり

を使ったりするなどして遊ぶ活動を通し

で成り立っていることが分かり，

て，遊びや遊びに使う物を工夫してつくる

地域の人々との協力 が大切であるこ

ことができ，その面白さや自然の不思議さ

とを理解すること。

に気付くとともに，みんなと楽しみながら

イ 家族や地域の人々とのよりよい関わ

遊びを創り出そうとする。

りについて考え，工夫すること。

(7) 動物を飼ったり 植物を育てたりする活
動 を通して，それらの育つ場所，変化や成

(4) 家族・家庭生活についての課題と実践

長の様子に関心をもって働きかけること

ア 日常生活 の中から問題を見いだして

ができ，それらは生命をもっていることや

課題を設定し，よりよい生活を考え，

成長していることに気付くとともに，生き

計画を立てて実践できること。

物への親しみ をもち，大切にしようとす
Ｂ 衣食住の生活

る。
(8) 自分たちの生活や地域の出来事を身近な

日常の食事と調理の基礎 次の(1)から (6)

人々と伝え合う活動 を通して，
相手のこと までの項目について，課題をもって，健康・
を想像したり伝えたいことや伝え方を選 快適・安全 で 豊かな食生活，衣生活，住生
んだりすることができ，身近な人々と関わ 活に向けて考え，工夫する活動を通して，
る ことのよさや楽しさが分かるとともに， 次の 事項を身に付けることができるよう
指導する。
（略）

進んで触れ合い交流しようとする。
〔自分自身の生活や成長に関する内容〕
(9) 自分自身の生活や成長を振り返る活動 を
通して，自分のことや支えてくれた人々に
ついて考える ことができ，
自分が大きくな
ったこと，自分でできるようになったこと
，役割が増えた ことなどが分かるととも
に，これまでの生活や成長を支えてくれた
人々に感謝の気持ち をもち，
これからの成
長への願いをもって，
意欲的に生活 しよう
とする。
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(1) 地域の人々，社会及び自然を生かすとと (1) 内容の「Ａ家族・家庭生活」については，
もに，それらを一体的に扱うよう学習活動

次のとおり取り扱うこと。
ア(1)のアについては，ＡからＣまでの

を工夫すること。
(2) 身近な人々，社会及び自然 に関する活動

各内容の学習と関連を図り，日常生活に

の楽しさを味わうとともに，それらを通し

おける様々な問題について，家族や地域

て気付いたことや楽しかったことなどに

の人々との協力 ，健康・快適・安全，持

ついて，言葉，絵，動作，劇化などの多様

続可能な社会の構築 等を視点として考

な方法により表現し，考えることができる

え，解決に向けて工夫することが大切で

ようにすること。また，このように表現し，

あることに気付かせるようにすること。

内 容 の 取 扱 い

考えることを通して，気付きを確かなもの

イ(2)のイについては，内容の「Ｂ衣食住

としたり，気付いたことを関連付けたりす

の生活」と関連を図り，衣食住に関わる仕

ることができるよう工夫すること。

事を具体的に実践できるよう配慮するこ

(3) 具体的な活動や体験を通して 気付いたこ
とを基に考えることができるようにする

と。
ウ(3)については，幼児又は低学年の児

ため，見付ける，比べる，たとえる，試す，

童や高齢者など 異なる世代の人々との関

見通す，工夫するなどの多様な学習活動を

わり についても扱うこと。また，イにつ

行うようにすること。

いては，他教科等における学習との関連

(5) 具体的な活動や体験を行うに当たって

を図るよう配慮すること。

は，身近な幼児や高齢者，障害のある児童 (2) 内容の「Ｂ衣食住の生活」については，
生徒などの多様な人々と触れ合 うことが

次のとおり取り扱うこと。

できるようにすること。

ア日本の伝統的な生活についても扱い，

(6) 生活上必要な習慣や技能 の指導について

生活文化 に気付くことができるよう配

は，人，社会，自然及び自分自身に関わる

慮すること。

学習活動の展開に即して行うようにする

エ食に関する指導については，家庭科の

こと。

特質に応じて，食育の充実 に資するよう
配慮すること。また，第４学年までの食
に関する学習 との関連を図ること。
(3) 第２の内容の「Ａ家族・家庭生活」の(4)
については，実践的な活動 を 家庭や地域
などで行うことができるよう配慮し，２
学年間で一つ又は二つの課題を設定して
履修させること。
(5) 家庭や地域との連携 を図り，児童が身
に付けた知識及び技能などを日常生活に
活用 できるよう配慮すること。
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図１ 小・中・高等学校において育成を目指す資質・能力の整理

族・家庭生活」のアには，
「家庭生活と家族の大切さや家庭生活が家族の協力によって営まれ
ていることに気付くこと。
」とある。また，
「(2) 家庭生活と仕事」のアには，
「家庭には，家
庭生活を支える仕事があり，互いに協力し分担する必要があること」とある。この項目での
授業は，家庭生活の中で家庭の仕事を発見し，それを誰が行っているのかを気付く学習を行
う。その中で，家庭科の学習を活かして，できる仕事を増やし，家族とともに家庭の仕事を
行うようにする態度を養うことを目標とする。
「規則正しく生活」には，アの「生活時間の有
効な使い方について理解すること。
」が，
「自分の役割を積極的に果たす」には，
「イ家庭の仕
事の計画を考え，工夫すること。
」が関連している。授業展開としては，生活時間と自分の仕
事に注目し，時間を有効に使って，家庭の仕事分担をすることや朝食をとって健康的な生活
を送ろうとする態度を養うことを目標とする。
次に，
「(3) 地域に関わる活動を通して，地域の場所やそこで生活したり働いたりしている
人々について考えることができ，自分たちの生活は様々な人や場所と関わっていることが分か
り，それらに親しみや愛着をもち，適切に接したり安全に生活したりしようとする。
」について
である。小学校家庭科では，
「(3) 家族や地域の人々との関わり」において，
「(ｲ) 家庭生活は地
域の人々との関わりで成り立っていることが分かり，地域の人々との協力が大切であることを
理解すること。
」また，
「イ家族や地域の人々とのよりよい関わりについて考え，工夫すること。
」
とあり，それぞれに前述部分と関連している。授業展開では，親しい人やお世話になっている
人と団らんをする設定で，お茶の入れ方などを学ぶ。
２）身近な人々，社会及び自然と関わる活動に関する内容
生活科では，
「(5) 身近な自然を観察したり，季節や地域の行事に関わったりするなどの活動
を通して，それらの違いや特徴を見付けることができ，自然の様子や四季の変化，季節によっ
て生活の様子が変わることに気付くとともに，それらを取り入れ自分の生活を楽しくしようと
する。
」と記載されている。家庭科では，
「季節や地域の行事に関わったりするなどの活動」に
関しては，旬の食材を取り入れた献立や郷土料理についての学習等を実践している。
また，
「(7) 動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して，それらの育つ場所，変化や成
長の様子に関心をもって働きかけることができ，それらは生命をもっていることや成長してい
ることに気付くとともに，生き物への親しみをもち，大切にしようとする。
」では，栽培し，収
穫した作物を調理して食べる学習を取り入れた実践が生活科でも多く見られる（後述）
。この
ことから，児童は周りの自然を身近に感じたり，関わりを考えたり実感することができる。こ
れは，小学校家庭科の調理実習と関連が深い。
さらに，
「 (8) 自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を通して，相手の
ことを想像したり伝えたいことや伝え方を選んだりすることができ，身近な人々と関わること
のよさや楽しさが分かるとともに，進んで触れ合い交流しようとする。
」では，A の「(3) 家族
や地域の人々との関わり」では，
「(ｲ) 家庭生活は地域の人々との関わりで成り立っていること
が分かり，地域の人々との協力が大切であることを理解すること。
」や「イ家族や地域の人々と
のよりよい関わりについて考え，工夫すること。
」が関連している。
そして，家庭科では，
「(4) 家族・家庭生活についての課題と実践」の「ア日常生活の中から
問題を見いだして課題を設定し，よりよい生活を考え，計画を立てて実践できること。
」とし
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て，集大成となるべき学習活動を取り入れている。生活科の学習方法と共通性が高く，生活科
と家庭科の教科の特性と課題解決型学習の親和性が高い。
３）自分自身の生活や成長に関する内容
生活科では，
「(9) 自分自身の生活や成長を振り返る活動を通して，自分のことや支えてくれ
た人々について考えることができ，自分が大きくなったこと，自分でできるようになったこと，
役割が増えたことなどが分かるとともに，これまでの生活や成長を支えてくれた人々に感謝の
気持ちをもち，これからの成長への願いをもって，意欲的に生活しようとする。
」と記載されて
いる。小学校家庭科では「(1) 自分の成長と家族・家庭生活」において，
「ア自分の成長を自覚
し，家庭生活と家族の大切さや家庭生活が家族の協力によって営まれていることに気付くこ
と。
」が関連している。授業展開では，児童がこれまでにできるようになったことを振り返り，
お世話になった方をお茶会に招待して，もてなすことなどを行っている。

３．生活科における小学校家庭科の食領域との関連
子どものころからの望ましい食習慣を確立することは極めて重要な社会的課題である。平成
13 年 4 月 11 日の文部科学大臣からの「子どもの体力向上のための総合的な方策について」の諮
問においても，食習慣を含む望ましい生活習慣の確立について，学校・家庭・地域社会の連携方
策も視野に入れて検討することが求められている ４）。食育は，主に家庭科で調理実習を通して
体験的実践的な学びとして行われてきた。これまでの生活科における食に関する授業の教育効
果が高いことが検証されている ５）６）。主に生活科において食に関する取り組みが行われている
のは，野菜の栽培の学習がある小学校 2 年生が多く，収穫・調理を保護者やゲストティーチャー
を招聘している実践が多いことが明らかになっている ７）。そこで，子ども達の最も身近な環境
である食領域に着目し，取り組みを紹介する。
（１）米を題材にした取り組み
児童の最も身近な米を取り上げ，題材「おこめ だいすき」を考案した。指導計画は全３時
間で，１時間目に紙芝居でお米と健康の関係を学習した。２時間目に紙芝居で米の様々な加工
品を学習した。３時間目には，おにぎりの調理実習を行い，
「おにぎりパーティー」を実施し，
これまでの学習内容と生活実践を結びつけた。事前事後アンケートによるとお米によい印象を
持った児童が多くなり，米に関する知識の向上が確認できた ８）。
（２）どんぐり団子を題材とした取り組み
秋の代表的な木の実であるどんぐりを取り上げ，題材「どんぐり団子」を考案した。指導計画
は全 6 時間で，1 時間目にゲストティーチャーが登場し，児童にどんぐり団子を配布する。材
料を予想し，自然観察へ行く。2 時間目に，3 種類のどんぐりの食べ比べを行う。3・4 時間目
にどんぐりを拾う。5・6 時間目にどんぐり団子を調理し，試食をし，考察をする。児童の様子
の観察とワークシートの読み取りにより，教育的価値が確認できた ９）。
（３）大豆の栽培と加工を題材とした取り組み
生活科の栽培の題材としてよく用いられている大豆を取り上げ，題材「大豆栽培と加工」を考
案した。指導計画は全 12 時間で，最初の 10 時間を栽培の学習に当てた。残りの 2 時間できな
こと白玉の調理実習を行った。事前事後アンケートによると，食べ物に関心を持ち，調理，加工
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する楽しさを体験でき，
「経験学習を通して生きる力を身に付ける」という実践の目的は達成さ
れた 10）。

４．まとめ
次期小学校学習指導要領生活編と家庭科編の目標や学習内容を比較検討したところ，関連性
は非常に高く，生活科での学びを活かして家庭科へ意図して接続させることは，大いに意義深
いといえよう。生活科における食分野の学習については，環境を身近に感じ，実感を伴うこと
ができるような授業展開の工夫ができることから，教育効果が高いことが明らかになっている。
しかし，実際には，生活科が低学年と家庭科が高学年での履修のため，学びを接続すること
の有効性は低い。今後の課題は，家庭科の中学年での履修を視野に入れ，両教科の接続の有効
性について検討を試みることである。

注
１）小林久美「小学生の生活能力と家庭科の内容に関する考察」
『九州女子大学紀要』46, 1（2009）,112．
２）文部科学省 次期学習指導要領小学校（2017）.
３）文部科学省「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領の改善及び
必要な方策等について（答申）
」
『中央教育審議会』
（2016）.
４）文部科学省「食に関する指導体制の整備について（答申）
」
『中央教育審議会』http://www.me
xt.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/04011502.htm（2017 年 11 月 20 日閲覧）.
５）林理佳子「生活科における食育の有効性・可能性についての研究―県内外の小学校 5 校の生活
科における食育の実践事例の分析から―」
『愛知教育大学生活科教育講座 生活科・総合的学習研
究』5（2007）, 71-78.
６）梶田尚吾「生活科における「食育」を行う方法に関する―考察」
『愛知教育大学生活科教育講
座.生活科・総合的学習研究』11（2013）, 87-96.
７）林理佳子「生活科学習と食育の関連」
『奈良教育大学教育実践開発研究センター 生活科・総合
的学習研究』4（2006）, 81-88.
８）大家千恵子「生活科における食育実践～お米大好き～」
『奈良教育大学教育実践総合センター研
究紀要』19（2010）,161-166.
９）野田敦敬・梶田尚吾・福地亜由美.「愛知教育大学構内の自然を生かした生活科授業の実践報告
－味覚の活用を意識した「どんぐり団子」実践－」
『愛知教育大学自然観察実習園管理運営委員会
• 自然観察実習園報告』 33（2013）, 27-37.
10）大家千恵子「生活科における食育実践－大豆の栽培と加工－」
『教育実践開発研究センター研究
紀要』21（2012）, 159-163.
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第５節 生

活

第１ 目標
具体的な活動や体験を通して，身近な生活に関わる見方・考え方を生かし，自立し
生活を豊かにしていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 活動や体験の過程において，自分自身，身近な人々，社会及び自然の特徴やよ
さ，それらの関わり等に気付くとともに，生活上必要な習慣や技能を身に付ける
ようにする。
(2) 身近な人々，社会及び自然を自分との関わりで捉え，自分自身や自分の生活に
ついて考え，表現することができるようにする。
(3) 身近な人々，社会及び自然に自ら働きかけ，意欲や自信をもって学んだり生活
を豊かにしたりしようとする態度を養う。
第２ 各学年の目標及び内容
〔第１学年及び第２学年〕
１ 目標
(1) 学校，家庭及び地域の生活に関わることを通して，自分と身近な人々，社会及
び自然との関わりについて考えることができ，それらのよさやすばらしさ，自分
との関わりに気付き，地域に愛着をもち自然を大切にしたり，集団や社会の一員
として安全で適切な行動をしたりするようにする。
(2) 身近な人々，社会及び自然と触れ合ったり関わったりすることを通して，それ
らを工夫したり楽しんだりすることができ，活動のよさや大切さに気付き，自分
たちの遊びや生活をよりよくするようにする。
(3) 自分自身を見つめることを通して，自分の生活や成長，身近な人々の支えにつ
いて考えることができ，自分のよさや可能性に気付き，意欲と自信をもって生活
するようにする。
２ 内容
１の資質・能力を育成するため，次の内容を指導する。
〔学校，家庭及び地域の生活に関する内容〕
(1) 学校生活に関わる活動を通して，学校の施設の様子や学校生活を支えている
人々や友達，通学路の様子やその安全を守っている人々などについて考えること
ができ，学校での生活は様々な人や施設と関わっていることが分かり，楽しく安
心して遊びや生活をしたり，安全な登下校をしたりしようとする。
(2) 家庭生活に関わる活動を通して，家庭における家族のことや自分でできること
などについて考えることができ，家庭での生活は互いに支え合っていることが分
かり，自分の役割を積極的に果たしたり，規則正しく健康に気を付けて生活した
りしようとする。
(3) 地域に関わる活動を通して，地域の場所やそこで生活したり働いたりしている
人々について考えることができ，自分たちの生活は様々な人や場所と関わってい
ることが分かり，それらに親しみや愛着をもち，適切に接したり安全に生活した

- 57 -

りしようとする。
〔身近な人々，社会及び自然と関わる活動に関する内容〕
(4) 公共物や公共施設を利用する活動を通して，それらのよさを感じたり働きを捉
えたりすることができ，身の回りにはみんなで使うものがあることやそれらを支
えている人々がいることなどが分かるとともに，それらを大切にし，安全に気を
付けて正しく利用しようとする。
(5) 身近な自然を観察したり，季節や地域の行事に関わったりするなどの活動を通
して，それらの違いや特徴を見付けることができ，自然の様子や四季の変化，季
節によって生活の様子が変わることに気付くとともに，それらを取り入れ自分の
生活を楽しくしようとする。
(6) 身近な自然を利用したり，身近にある物を使ったりするなどして遊ぶ活動を通
して，遊びや遊びに使う物を工夫してつくることができ，その面白さや自然の不
思議さに気付くとともに，みんなと楽しみながら遊びを創り出そうとする。
(7) 動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して，それらの育つ場所，変化や
成長の様子に関心をもって働きかけることができ，それらは生命をもっているこ
とや成長していることに気付くとともに，生き物への親しみをもち，大切にしよ
うとする。
(8) 自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を通して，相手の
ことを想像したり伝えたいことや伝え方を選んだりすることができ，身近な人々
と関わることのよさや楽しさが分かるとともに，進んで触れ合い交流しようとす
る。
〔自分自身の生活や成長に関する内容〕
(9) 自分自身の生活や成長を振り返る活動を通して，自分のことや支えてくれた
人々について考えることができ，自分が大きくなったこと，自分でできるように
なったこと，役割が増えたことなどが分かるとともに，これまでの生活や成長を
支えてくれた人々に感謝の気持ちをもち，これからの成長への願いをもって，意
欲的に生活しようとする。
第３ 指導計画の作成と内容の取扱い
１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
(1) 年間や，単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力
の育成に向けて，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにするこ
と。その際，児童が具体的な活動や体験を通して，身近な生活に関わる見方・考
え方を生かし，自分と地域の人々，社会及び自然との関わりが具体的に把握でき
るような学習活動の充実を図ることとし，校外での活動を積極的に取り入れるこ
と。
(2) 児童の発達の段階や特性を踏まえ，２学年間を見通して学習活動を設定するこ
と。
(3) 第２の内容の(7)については，２学年間にわたって取り扱うものとし，動物や
植物への関わり方が深まるよう継続的な飼育，栽培を行うようにすること。
(4) 他教科等との関連を積極的に図り，指導の効果を高め，低学年における教育全
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体の充実を図り，中学年以降の教育へ円滑に接続できるようにするとともに，幼
稚園教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮する
こと。特に，小学校入学当初においては，幼児期における遊びを通した総合的な
学びから他教科等における学習に円滑に移行し，主体的に自己を発揮しながら，
より自覚的な学びに向かうことが可能となるようにすること。その際，生活科を
中心とした合科的・関連的な指導や，弾力的な時間割の設定を行うなどの工夫を
すること。
(5) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた
指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。
(6) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科などとの
関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容について，生活科
の特質に応じて適切な指導をすること。
２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。
(1) 地域の人々，社会及び自然を生かすとともに，それらを一体的に扱うよう学習
活動を工夫すること。
(2) 身近な人々，社会及び自然に関する活動の楽しさを味わうとともに，それらを
通して気付いたことや楽しかったことなどについて，言葉，絵，動作，劇化など
の多様な方法により表現し，考えることができるようにすること。また，このよ
うに表現し，考えることを通して，気付きを確かなものとしたり，気付いたこと
を関連付けたりすることができるよう工夫すること。
(3) 具体的な活動や体験を通して気付いたことを基に考えることができるようにす
るため，見付ける，比べる，たとえる，試す，見通す，工夫するなどの多様な学
習活動を行うようにすること。
(4) 学習活動を行うに当たっては，コンピュータなどの情報機器について，その特
質を踏まえ，児童の発達の段階や特性及び生活科の特質などに応じて適切に活用
するようにすること。
(5) 具体的な活動や体験を行うに当たっては，身近な幼児や高齢者，障害のある児
童生徒などの多様な人々と触れ合うことができるようにすること。
(6) 生活上必要な習慣や技能の指導については，人，社会，自然及び自分自身に関
わる学習活動の展開に即して行うようにすること。
文部科学省 小学校学習指導要領（平成29年3月31日公示） pp.94-97
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小学校学習指導要領比較対照表【生活】
改訂（平成２９年告示）

現行（平成２０年告示・道徳改訂反映後）

第５節 生 活

第５節 生 活

第１ 目標
具体的な活動や体験を通して，身近な生活に関わる見方・考え方を生かし，自立
し生活を豊かにしていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 活動や体験の過程において，自分自身，身近な人々，社会及び自然の特徴や

第１ 目標
具体的な活動や体験を通して，自分と身近な人々，社会及び自然とのかかわりに
関心をもち，自分自身や自分の生活について考えさせるとともに，その過程におい
て生活上必要な習慣や技能を身に付けさせ，自立への基礎を養う。

よさ，それらの関わり等に気付くとともに，生活上必要な習慣や技能を身に付
けるようにする。
(2) 身近な人々，社会及び自然を自分との関わりで捉え，自分自身や自分の生活
について考え，表現することができるようにする。
(3) 身近な人々，社会及び自然に自ら働きかけ，意欲や自信をもって学んだり生
活を豊かにしたりしようとする態度を養う。
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第２ 各学年の目標及び内容

第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年及び第２学年〕

〔第１学年及び第２学年〕

１ 目 標
(1) 学校，家庭及び地域の生活に関わることを通して，自分と身近な人々，社会

１ 目 標
(1) 自分と身近な人々及び地域の様々な場所，公共物などとのかかわりに関心

及び自然との関わりについて考えることができ，それらのよさやすばらしさ，

をもち，地域のよさに気付き，愛着をもつことができるようにするとともに，

自分との関わりに気付き，地域に愛着をもち自然を大切にしたり， 集団や社

集団や社会の一員として自分の役割や行動の仕方について考え，安全で適切

会の一員として安全で適切な行動をしたりするようにする。

な行動ができるようにする。

(2) 身近な人々，社会及び自然と触れ合ったり関わったりすることを通して，

(2) 自分と身近な動物や植物などの自然とのかかわりに関心をもち，自然のす

それらを工夫したり楽しんだりすることができ，活動のよさや大切さに気付

ばらしさに気付き，自然を大切にしたり，自分たちの遊びや生活を工夫した

き，自分たちの遊びや生活をよりよくするようにする。

りすることができるようにする。

(3) 自分自身を見つめることを通して，自分の生活や成長，身近な人々の支え
について考えることができ，自分のよさや可能性に気付き，意欲と自信をも
って生活するようにする。

(3) 身近な人々，社会及び自然とのかかわりを深めることを通して，自分のよ
さや可能性に気付き，意欲と自信をもって生活することができるようにする。

２ 内 容

２内容

１の資質・能力を育成するため，次の内容を指導する。
〔学校，家庭及び地域の生活に関する内容〕
(1) 学校生活に関わる活動を通して，学校の施設の様子や学校生活を支えてい

(1) 学校の施設の様子及び先生など学校生活を支えている人々や友達のことが

る人々や友達，通学路の様子やその安全を守っている人々などについて考え

分かり，楽しく安心して遊びや生活ができるようにするとともに，通学路の

ることができ，学校での生活は様々な人や施設と関わっていることが分かり，

様子やその安全を守っている人々などに関心をもち，安全な登下校ができる

楽しく安心して遊びや生活をしたり，安全な登下校をしたりしようとする。

ようにする。

(2) 家庭生活に関わる活動を通して，家庭における家族のことや自分でできる

(2) 家庭生活を支えている家族のことや自分でできることなどについて考え，

ことなどについて考えることができ，家庭での生活は互いに支え合っている

自分の役割を積極的に果たすとともに，規則正しく健康に気を付けて規則正

ことが分かり，自分の役割を積極的に果たしたり，気を付けて生活したりし

しく健康に生活することができるようにする。

ようとする。
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(3) 地域に関わる活動を通して，地域の場所やそこで生活したり働いたりして

(3) 自分たちの生活は地域で生活したり働いたりしている人々や様々な場所と

いる人々について考えることができ，自分たちの生活は様々な人や場所と関

かかわっていることが分かり，それらに親しみや愛着をもち，人々と適切に

わっていることが分かり，それらに親しみや愛着をもち，適切に接したり安

接することや安全に生活することができるようにする。

全に生活したりしようとする。
〔身近な人々，社会及び自然と関わる活動に関する内容〕
(4) 公共物や公共施設を利用する活動を通して，それらのよさを感じたり働き

(4) 公共物や公共施設を利用し，身の回りにはみんなで使うものがあることや

を捉えたりすることができ，身の回りにはみんなで使うものがあることやそ

それを支えている人々がいることなどが分かり，それらを大切にし，安全に

れらを支えている人々がいることなどが分かるとともに，それらを大切にし，

気を付けて正しく利用することができるようにする。

安全に気を付けて正しく利用しようとする。
(5) 身近な自然を観察したり，季節や地域の行事に関わったりするなどの活動

(5) 身近な自然を観察したり，季節や地域の行事にかかわる活動を行ったりな

を通して，それらの違いや特徴を見付けることができ，自然の様子や四季の

どして，四季の変化や季節によって生活の様子が変わることに気付き，自分

変化，季節によって生活の様子が変わることに気付くとともに，それらを取

たちの生活を工夫したり楽しくしたりできるようにする。

り入れ，自分の生活を楽しくしようとする。
(6) 身近な自然を利用したり，身近にある物を使ったりするなどして遊ぶ活動

(6) 身近な自然を利用したり，身近にある物を使ったりなどして，遊びや遊び

を通して，遊びや遊びに使う物を工夫してつくることができ，その面白さや

に使う物を工夫してつくり，その面白さや自然の不思議さに気付き，みんな

自然の不思議さに気付くとともに，みんなと楽しみながら遊びを創り出そう

で遊びを楽しむことができるようにする。

とする。
(7) 動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して，それらの育つ場所，変

(7) 動物を飼ったり植物を育てたりして，それらの育つ場所，変化や成長の様

化や成長の様子に関心をもって働きかけることができ，それらは生命をもっ

子に関心をもち，また，それらは生命をもっていることや成長していること

ていることや成長していることに気付くとともに，生き物への親しみをもち，

に気付き，生き物への親しみをもち，大切にすることができるようにする。

大切にしようとする。
(8) 自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を通して，相

(8) 自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を行い，身近

手のことを想像したり伝えたいことや伝え方を選んだりすることができ，身

な人々とかかわることの楽しさが分かり，進んで交流することができるよう

近な人々と関わることのよさや楽しさが分かるとともに，進んで触れ合い交

にする。

流しようとする。
〔自分自身の生活や成長に関する内容〕
(9) 自分自身の生活や成長を振り返る活動を通して，自分のことや支えてくれ

(9) 自分自身の成長を振り返り，多くの人々の支えにより自分が大きくなった

た人々について考えることができ，自分が大きくなったこと，自分でできる

こと，自分でできるようになったこと，役割が増えたことなどが分かり，これ

ようになったこと，役割が増えたことなどが分かるとともに，これまでの生

までの生活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもつとともに，これ

活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもち，これからの成長への願

からの成長への願いをもって，意欲的に生活することができるようにする。
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いをもって，意欲的に生活しようとする。
第３ 指導計画の作成と内容の取扱い
１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
(1) 年間や，単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・
能力の育成に向けて，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るように

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い
１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
(1) 自分と地域の人々，社会及び自然とのかかわりが具体的に把握できるよう
な学習活動を行うこととし，校外での活動を積極的に取り入れること。

すること。その際，児童が具体的な活動や体験を通して，身近な生活に関わ
る見方・考え方を生かし，自分と地域の人々，社会及び自然との関わりが具
体的に把握できるような学習活動の充実を図ることとし，校外での活動を積
極的に取り入れること。
(2) 児童の発達の段階や特性を踏まえ，２学年間を見通して学習活動を設定す

(新設)

ること。
(3) 第２の内容の(7) については，２学年間にわたって取り扱うものとし，動

(2) 第２の内容の（7）については，２学年にわたって取り扱うものとし，動物

物や植物への関わり方が深まるよう継続的な飼育，栽培を行うようにするこ

や植物へのかかわり方が深まるよう継続的な飼育，栽培を行うようにするこ

と。

と。

(4) 他教科等との関連を積極的に図り，指導の効果を高め，低学年における教

(3) 国語科，音楽科，図画工作科など他教科等との関連を積極的に図り，指導の

育全体の充実を図り，中学年以降の教育へ円滑に接続できるようにするとと

効果を高めるようにすること。特に，第1学年入学当初においては，生活科を

もに，幼稚園教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関

中心とした合科的な指導を行うなどの工夫をすること。

連を考慮すること。特に，小学校入学当初においては，幼児期における遊びを
通した総合的な学びから他教科等における学習に円滑に移行し，主体的に自
己を発揮しながら，より自覚的な学びに向かうことが可能となるようにする
こと。その際，生活科を中心とした合科的・関連的な指導や，弾力的な時間割
の設定を行うなどの工夫をすること。
(5) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応

(新設)

じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。
(6) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科などと

(4) 第１章総則の第１の２に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科などとの関

の関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容について，

連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容について，生活

生活科の特質に応じて適切な指導をすること。

科の特質に応じて適切な指導をすること。
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２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。
(1) 地域の人々，社会及び自然を生かすとともに，それらを一体的に扱うよう
学習活動を工夫すること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。
(1) 地域の人々，社会及び自然を生かすとともに，それらを一体的に扱うよう
学習活動を工夫すること。
【参考：第２ 各学年の目標及び内容１目標(4)】

(2) 身近な人々，社会及び自然に関する活動の楽しさを味わうとともに，それ

(4) 身近な人々，社会及び自然に関する活動の楽しさを味わうとともに，それ

らを通して気付いたことや楽しかったことなどについて，言葉，絵，動作，劇

らを通して気付いたことや楽しかったことなどについて，言葉，絵，動作，劇

化などの多様な方法により表現し，考えることができるようにすること。ま

化などの方法により表現し，考えることができるようにする。

た，このように表現し，考えることを通して，気付きを確かなものとしたり，
気付いたことを関連付けたりすることができるよう工夫すること。
(3) 具体的な活動や体験を通して気付いたことを基に考えることができるよう
にするため，見付ける，比べる，たとえる，試す，見通す，工夫するなどの多

(2) 具体的な活動や体験を通して気付いたことを基に考えさせるため，見付け
る，比べる，たとえるなどの多様な学習活動を工夫すること。

様な学習活動を行うようにすること。
(4) 学習活動を行うに当たっては，コンピュータなどの情報機器について，そ
の特質を踏まえ，児童の発達の段階や特性及び生活科の特質などに応じて適

(新設)

切に活用するようにすること。
(5) 具体的な活動や体験を行うに当たっては，身近な幼児や高齢者，障害のあ
る児童生徒などの多様な人々と触れ合うことができるようにすること。

る児童生徒などの多様な人々と触れ合うことができるようにすること。

(6) 生活上必要な習慣や技能の指導については，人，社会，自然及び自分自身に
関わる学習活動の展開に即して行うようにすること。

(3) 具体的な活動や体験を行うに当たっては，身近な幼児や高齢者，障害のあ
(4) 生活上必要な習慣や技能の指導については，人，社会，自然及び自分自身に
かかわる学習活動の展開に即して行うようにすること。
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